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第1章

本書の目的

本文書は、小型衛星運用のための周波数調整未経験者を対象として国際周波数調整に必要とな
る知識、国際調整手順、事前公表資料（API：Advance Publication Information）および通告資料等
の作成方法、国際周波数調整の進め方及び日本国内における無線局免許申請の概要につき具体的
な手続きを紹介することを目的とする。なお、本マニュアルは、無線通信規則（RR：Radio
Regulations）第 9 条「他主管庁との調整および合意を得る手続き」のうち、IA 節「衛星通信網ま
たは衛星システムに関する事前公表情報：調整が不要なもの」で規定される衛星通信網の手続き
を対象としている。
クイックガイド
•

周波数調整の全体的な流れが知りたい → 第 2 章

•

周波数調整に必要となる基礎的な知識、背景知識が知りたい

•

事前公表資料（API：Advance Publication Information）を
作成したい → 第 4 章

•

事前公表資料（API：Advance Publication Information）を
作成、提出した後の流れが知りたい

→ 第5章

•

アマチュア無線の周波数調整について知りたい → 第 6 章

•

地球局調整について知りたい → 第 7 章

•

無線局免許手続きについて知りたい

•

用語集、資料集、事例集

→ 第8章

→ 第9章

1

→ 第3章

第2章
2.1

衛星通信網の国際周波数調整の目的と流れ

国際周波数調整の目的

周波数の国際調整とは、無線通信網が使用する周波数およびその使用条件が他国の無線通信網
に対し有害な干渉を与えないように、または受けないように、その使用に先立ち当該無線通信網
を計画する主管庁（日本では総務省）が国際電気通信連合（ITU：International Telecommunication
Union）で定める無線通信規則（RR：Radio Regulations）の規定に基づき周波数（軌道位置を含む）
について行う技術的な調整である。その目的は、通信網間で有害な電波干渉が発生しないように
するため当該主管庁間で行う事前の技術調整である。干渉の例を図 2-1 および図 2.2 に示す。

自国の人工衛星局

自国の人工衛星局
から他国の人工
衛星局への干渉

他国の
人工衛星局

自国の地球局
から他国の人工
衛星局への干渉
自国の人工衛星局
から他国の地球局
への干渉
自国の
地球局B

他国の
地球局A

自国の地球局A

自国の衛星通信網

他国の
地球局B

他国の衛星通信網

図 2-1 自国の衛星通信網が他国の衛星通信網に干渉を及ぼす例

2

自国の人工衛星局

自国の人工衛星局
から他国の
地上通信網への干渉

自国の
地球局B
自国の地球局から
他国の地上通信網
への干渉

自国の地球局A

自国の衛星通信網

他国の地上通信網

図 2-2 自国の衛星通信網が他国の地上通信網に干渉を及ぼす例

ある事業者が周波数の使用を計画したとき、その使用を計画する周波数割り当てが、(1) 他の
主管庁の無線通信業務に有害な干渉を与えるおそれがある場合、(2) 国際通信に使用される場合、
(3) 調整手続きを行う必要がある場合、(4) 国際的な認知を得たい場合、等のいずれかに該当する
際は ITU へ当該周波数割り当てを通告し、国際周波数登録原簿（MIFR：Master International
Frequency Register）に登録する必要がある。
通告された衛星通信網は ITU において審査（周波数分配等関連規定への適合性、所要の国際調
整の完了、他の登録された周波数割り当てへの有害な干渉の有無）され、これに適合する場合に
は MIFR に登録される。 MIFR に登録された周波数割り当ては国際的に認識される権利を有する。
つまり、他国主管庁はその国の周波数利用に際しては、上記 MIFR に登録された割当てに有害な
混信を与えないように考慮する必要があることが RR 第 8.3 条に規定されている。

衛星通信の場合、無線局が宇宙空間に置かれているという性質上、前述の (1) 他の主管庁の無
線通信業務に有害な干渉を与えるおそれがある場合に該当する。つまり、他の衛星が行う無線通
信業務または地上の無線通信業務に有害な干渉を与えるおそれがあるため、運用に際しては
MIFR に登録されなくてはならない。そして MIFR への登録に先立ち、その登録する周波数が他
国の無線通信網に対し有害な干渉を与え（または受け）ないよう、当該国間で RR に基づいて技
術的な調整を行わなくてはならない。この技術的な調整には、
3

•

事業者がある周波数を新たに登録する場合に、既存の他の無線通信業務に有害な干渉を与
えないようにするための調整

•

事業者がある周波数を運用している期間に、新たに使用が計画される他の無線通信網から
有害な干渉を受けないようにするための調整

の両方を含む。
国際周波数調整は、上述したように、RR に基づいて主管庁間で行われる登録しようとする無
線通信網と既存又は先行する無線通信網との相互の干渉に関する技術調整である。ITU および相
手国に対する諸手続きは主管庁（日本では総務省）が直接実施しているが、無線通信網間の運用
条件等に関する具体的な調整は事業者も総務省の指導下で直接公式会議に参加する等して実施し
ている。
（まとめ）
•

国際周波数調整の目的は、周波数の使用・運用が他国の無線通信網に対し有害な
干渉を与え（または受け）ないよう、各国の主管庁の間で技術的な調整を行うこ
とである。

•

人工衛星局は、どの周波数を使用するかに関わらず、必ず周波数調整を行わなく
てはならない。

•

国際周波数調整はその周波数を登録するための調整から始まり、登録された後は
新たな計画の通信網との間でその周波数の運用が終了するまで続く。
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2.2

周波数調整で使われる用語

周波数調整に関する作業では、周波数調整特有の物事、状況を指して使われるため注意して使
わなくてはいけない用語がある。以下の用語については特に注意しておくこと。

表 2-1 周波数調整で使われる用語

周波数

衛星通信網

事前公表資料
API：Advance
Publication Information

通告資料
Notification Information

登録
Recording
運用開始
BIU：Bringing Into Use
運用終了

運用休止

運用再開

地球局調整

混信

一定の範囲を持つ、無線通信で使用される電波の周波数。最小周波数と
最大周波数、もしくは中心周波数と帯域幅といったパラメータで表現さ
れる。
通信、観測、地球探査、衛星運用を含む全ての衛星と地球局の通信回線
網を言う。衛星と、衛星に対して電波を送信もしくは受信する地上の無
線局を構成要素として含む。周波数調整においては、ある共通のミッシ
ョンを実行するために使われる衛星と地上の無線局を一つの衛星通信網
として定義し、衛星通信網の間で有害な電波干渉が起きないよう調整す
る。（4.1.1 章も参照のこと。）
衛星通信網の諸元（周波数・軌道位置・アンテナ利得等）をまとめた資
料。ITU の定めたフォーマットに沿ってまとめられたもの。周波数を取
得するために、最初に ITU に対して各国の主管庁から提出される資料。
（備考）API の有効期限は ITU の受領日から 7 年間。API を ITU に対し
て提出することから周波数調整は始まる。
国際調整結果を踏まえて、実際に打ち上げられる衛星や地球局の最終的
な仕様をまとめた資料。ITU の定めたフォーマットに沿ってまとめられ
たもの。
（備考）API の公表から 4 か月以上経過しなければ、通告はできない。
通告は、衛星の打ち上げ前が望ましい。
国際周波数登録原簿（MIFR：Master International Frequency Register）へ
周波数割当てが登録されること。
（備考）調整が完了しており、ITU へ提出した通告資料の審査結果に問
題がなければ登録が行われる。
ある衛星が実際に運用を開始すること。
（備考）運用開始日は ITU へ通知しなくてはならない。
ある衛星の運用を終了すること。その衛星に割り当てられた周波数を開
放することを意味する。
（備考）運用が終了した場合は ITU へ通知しなくてはならない。
ある衛星の運用を休止すること。半年以内に同じ衛星、もしくは MIFR
に登録されているのと同じ仕様の衛星で運用を再開する意思があること
を意味する。その衛星に割り当てられた周波数は開放されない。
（備考）運用を休止する場合は ITU へ通知しなくてはならない。
ある衛星の運用を再開すること。
（備考）運用を再開する場合は ITU へ通知しなくてはならない。
衛星と通信するために設置された地球局が、他国の地上の無線局または
逆方向の通信を行う地球局に対して有害な混信を与えないように調整す
ること。
（備考）人工衛星局の周波数調整とは異なる申請である。
ある電波を受信もしくは送信しようとしているときに、その受信もしく
は送信電波以外の電波が混入して通信に妨害を与えること。
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2.3

衛星通信網の国際周波数調整の流れ

周波数は人類共通の資源であることから、その有効な利用を目指し ITU の RR が制定された。
各国はこの RR に則り調整を行っている。
周波数調整の過程も、RR によって規定されている。事業者は必要とする周波数を当該国（自
国）の主管庁に申請し、国内での審査を経て主管庁から ITU に事前公表資料（API：Advance
Publication Information）を提出する。ITU は提出された API を各国に公表し、他国の意見の申し
立てを求め、申し立てがあった場合その内容を収集し、当該国の主管庁に通告する。当該主管庁
は意見申し立て国との調整を図り、調整完了後、作業完了の事実を ITU に通告し、MIFR に登録
する。ITU は通告の結果を公表し、原則的にはこれによって事業者による衛星の打ち上げ、周波
数の使用が可能となる。API の提出から通告及び周波数の使用開始は、最長 7 年以内に完了しな
くてはならない。
以上のことからわかるとおり、周波数調整は API を ITU に対して提出することから始まる。逆
に言えば ITU に API を提出しないかぎり、周波数調整は始まらない。ある衛星の打ち上げが計
画されたら、ただちに主管庁と連携をとりながら API を作成、提出することが望まれる。
API とは、衛星通信網の諸元（周波数・軌道位置・アンテナ利得等）を ITU の定めたフォーマ
ットでまとめた資料のことである。この API をもとに各国との調整が行われるため、API に記載
される衛星や地球局アンテナの仕様は現実の値と矛盾していてはならない。次頁および次々頁に
API のサンプルを示す。詳細な API の作成方法については 4.1 章および 4.2 章を参照すること。
低軌道を回る周回衛星（非静止衛星）を想定した簡易な調整手続きについて、その過程を図 23 に示す。図 2-3 の周波数調整の流れを、アクションアイテムとしてリスト化したものを表 2-2 に
示す。このアクションアイテムリストは事業者が実施すべきアクションについてまとめている。
灰色の色がついている部分は、事業者以外の実施項目である。

6

衛星通信網の名称

責任主管庁

ＡＰＩの番号
ＡＰＩの
公表日

軌道情報

ＡＰＩの
受領日
４か月
7

この日から７年以内に
国際調整を完了させ、
運用開始する必要がある。
他国からの
意見申立て
期限

周期
軌道
傾斜角

近地点高度
遠地点高度
アンテナ利得

8

無線局種
サービス
エリア

周波数範囲
最大電力
最大電力密度

電波型式

地球局の情報

（参照）
4.1.1 章～
4.1.3 章

無線仕様・諸元の検討（回線設計等）

JARL へアマチュア周波数割り当て審査依頼
JARL および国内関連団体で審査
アマチュア無線周波数
申請の場合のみ

IARU へアマチュア周波数割り当て申請

（参照）6 章

衛星・地球局の事業者

IARU 内処理

総務省国際周波数政策室
ITU 国際電気通信連合

アマチュア周波数の割り当て通知

IARU 国際アマチュア無線連合

（参照）
4.1 章～
4.3 章

総務省国際周波数政策室へ周波数調整資料提出
総務省内審査、調整

（参照）4.4 章
ITU へ事前公表資料の提出

2 ヶ月

ITU 内処理

（参照）5.1 章

最短 8 ヶ月

事前公表資料の公表

（参照）5.2 章

他国からの意見申し立て

4 ヶ月

（参照）5.3 章

意見申し立て国との調整

2 ヶ月以上

ITU へ通告資料提出

（参照）
5.4 章

ITU 内処理

衛星打上げ、初期運用

通告資料作成、総務省国際周波数政策室へ提出

最長 7 年

使用開始の通知

（参照）5.5 章

通告資料の公表

※必要な場合
のみ行う

※必要な場合
のみ行う
他国の新しい衛星計画
による被干渉の調整

衛星の運用休止申請

衛星の運用再開申請

（参照）5.6 章

ファイリングの延長

（参照）5.7 章

（参照）5.8 章

（参照）5.9 章

衛星の運用終了通知

図 2-3 低軌道周回衛星を想定した国際周波数調整の流れ
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表 2-2 低軌道を回る周回衛星（非静止衛星）を想定した国際周波数調整アクションアイテムリスト
マイルストーン
（周波数調整の開始準備）
IARU へアマチュア周波数割
り当て申請
（アマチュア無線周波数を申
請する場合のみ）

アクションアイテム
周波数調整を開始したい旨を総務省国際周波数政策室へ連
絡する。
割り当て申請書類（IARU 規定の書式。IARU のウェブサイ
トから入手する。詳細は第 6 章を参照）を作成する。

本書の
参照先
3.3.1 章

割り当て申請書類を日本アマチュア無線連盟（JARL: Japan
Amateur Radio League）に提出する。

提出先：JARL 事務局

lab@jarl.org

提出先：IARU Satellite Advisor
satcoord@iaru.org（hans@intekom.co.za を CC に入れる）
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IARU 内処理
（アマチュア無線周波数を申
請する場合のみ）
アマチュア周波数の割り当て
通知
（アマチュア無線周波数を申
請する場合のみ）

割り当てられた周波数が IARU から通知される。

事前公表資料（API：Advance Publication Information）（4.1
章および 4.2 章を参照）および必要な添付書類等（4.3 章を
参照）を作成する。
事前公表資料（API：Advance Publication Information）およ
び必要な添付書類等を総務省国際周波数政策室へ提出す
る。

総務省内審査、調整
ITU へ事前公表資料の提出

連絡先：総務省国際周波数政策室

第6章

JARL 内で申請書類を審査し、コメントを申請者に返す。
必要に応じて、JARL からのコメントをもとに申請書類を
修正する。
割り当て申請書類を IARU に提出する。

総務省国際周波数政策室へ周
波数調整資料提出

備考

4.1 章
4.2 章
4.3 章

IARU からアマチュア無線周波数の割り当てを受けた場合、割り当
てられた周波数の範囲内で事前公表資料を作成する。
提出先：総務省国際周波数政策室

ITU が提出された事前公表資料を受理すると、その情報が ITU ウェ
ブサイトに公表される。

ITU 内処理
事前公表資料の公表

事前公表資料が公表されると、その情報が ITU ウェブサイトおよ
び BRIFIC（国際周波数情報回章）に公表される。

マイルストーン
他国からの意見申し立て
意見申し立て国との調整

アクションアイテム

意見申し立て国からの意見を受け取る。

本書の
参照先
5.3 章

意見申し立て国からの意見に対する返答書簡を作成する。
通告資料作成、総務省国際周
波数政策室へ提出

意見申し立て国に返答書簡を送付する。
通告資料を作成する。

総務省国際周波数政策室が実施

通告資料および必要な添付書類等（5.3 章を参照）を総務
省国際周波数政策室へ提出する。
総務省国際周波数政策室が実施

ITU 内処理
通告資料の公表
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使用開始の通知

通告資料が公表されると、その情報が ITU ウェブサイトおよび
BRIFIC（国際周波数情報回章）に公表される。
他国からの新しい衛星計画を受け取る。

5.6 章

他国からの新しい衛星計画に対して、意見申し立てを行う
必要があるかを判断し、必要がある場合はその旨を総務省
国際周波数政策室へ連絡する。

有害な干渉が懸念される場合のみ。有害な干渉が懸念されない場
合は意見申し立てる必要はない。

意見申し立て文書を作成する。

必要に応じて、総務省国際周波数政策室と相談しながら返答書簡
を作成する。

他国に意見申し立て書簡を送付する。
衛星の運用を開始する旨を総務省国際周波数政策室へ連絡
する。
ITU に通知する。

5.5 章

衛星の運用休止、再開申請

衛星の運用を休止、再開したい旨を総務省国際周波数政策
室へ連絡する。
ITU に通知する。

5.8 章

ファイリングの延長申請

ファイリングの期間を延長したい旨を総務省国際周波数政
策室へ連絡する。

5.7 章

ITU に通知する。
衛星の運用が終了したことを総務省国際周波数政策室へ連
絡する。
ITU に通知する。
※灰色の色がついている部分は、事業者（周波数申請者）が実施しなくて良い作業である。
衛星の運用終了申請

各国からの意見は先ず総務省国際周波数政策室が受け取り、その
後各事業者に送られる。
総務省国際周波数政策室と相談しながら返答書簡を作成する。

5.4 章

ITU へ通告資料提出

他国の新しい衛星計画との調
整

備考

総務省国際周波数政策室が実施
事前公表資料が ITU に受領された日から 7 年以内に使用開始の通
知を行わない場合には、その事前公表資料は失効する。
総務省国際周波数政策室が実施
ファイリングの有効期間内にのみ実施できる。
総務省国際周波数政策室が実施
ファイリングの有効期間を超えて、衛星が運用可能である場合の
み可能。
総務省国際周波数政策室が実施

5.9 章
総務省国際周波数政策室が実施

表 2-3 提出書類リスト
番号
1

提出書類

分類

アマチュア無線周波数申請書類
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2

補足資料

3
4
5

事前公表資料（API：Advance Publication Information）
補足資料（諸元の根拠がわかる資料※）
通告資料

6

地球局情報資料

7
8
9
10
11
12
13
14
15

コンター図
無線局免許申請書
無線局事項書
工事設計書
補足資料
無線従事者選（解）任届
無線局工事落成届
無線設備等の点検実施報告書
点検結果通知書

※衛星運用の目的、実験計画、回線設計等

アマチュア無線周波数申請

国際周波数調整

無線局免許申請

備考
アマチュア無線周波数を使用する場合のみ。
アマチュア無線周波数を使用する場合のみ。国
内での審査用。
ITU のソフトウェアを用いて作成する。
総務省内での審査用。
ITU のソフトウェアを用いて作成する。
コンター図作成に使われる。ITU のソフトウェ
アを用いて作成する。
ITU のソフトウェアを用いて作成する。

総務省内での審査用。
予備免許交付後
工事落成後
工事落成後
工事落成後

ここまで国際周波数調整の流れについて解説してきたが、日本国内における無線局開設等に伴
う免許手続は、国際周波数調整とは手続上別のものとなる。ただし国際周波数調整の内容と国内
無線局開設に伴う免許手続の内容とに食い違いがあれば、どちらかの手続を修正する必要がある。
国際調整の修正も無線免許手続の修正も大幅なスケジュールの遅れを引き起こすものであること
に注意しておかなくてはならない。
日本国内における無線局開設に伴う免許手続は、電波法および無線局免許手続規則などにおい
て規定されている。事業者は、これらの国内法、規則に従って免許手続を行う必要がある。前述
のとおり国内の免許手続は上記国際調整手続と整合性を持ったものでなければならない。すなわ
ち、総務省は無線局免許申請に対し、周波数割当計画等に従い審査を行い、原則として当該無線
局による申請周波数の使用が国際周波数調整の完了または完了見込みであることを前提に周波数
を割当て、無線局の免許を与える。
したがって、国際調整完了後に国内免許の申請に移る流れが推奨されている。
無線局免許申請に関しては第 8 章に記述する。
（まとめ）
•

周波数調整に流れを図 2-3 に、事業者の周波数調整アクションアイテムリストを表 2-2 に示
した。事業者は全てのアクションアイテムを実施、完了しなくてはならない。各作業の詳細
は後の章で説明する。

•

免許手続きは、国際調整完了後に実施することが推奨されている。
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第3章

衛星通信網の周波数国際調整に必要となる基礎知識

周波数の国際調整とは、無線通信網が使用する周波数が他国の無線通信網に対し有害な干渉を
与え（または受け）ないよう、その使用に先立ち当該無線通信網を計画する主管庁が国際電気通
信 連 合 （ ITU ： International Telecommunication Union ） の 定 め る 無 線 通 信 規 則 （ RR ： Radio
Regulations）の規定に基づき周波数（軌道位置を含む）について技術的な調整を行うものである。
この主管庁間の調整は、無線局に関する技術資料を ITU のシステムを通して公表することから始
まる。技術資料は ITU が配布するソフトウェアを使って作成される。各国の周波数調整担当主管
庁はその資料に記載の内容に対して、自国の無線局に有害な干渉が起こらないかを検討し、必要
に応じて技術資料を提出した国の主管庁と書簡等による調整を行う。
ITU

ITUデ ータベース
衛星Aの
衛星通信
技術資料

登録済みの
衛星通信
登録 技術資料

公開

主管庁A

申請

主管庁B

衛星Aの
衛星通信
技術資料

無線事業者1

主管庁C
登録済みの
衛星通信
技術資料
（衛星Aを含む）

登録済みの
衛星通信
技術資料
（衛星Aを含む）

申請
衛星Aの
衛星通信
技術資料

他の無線事業者

衛星仕様

図 3-1 国際周波数調整に関わる機関

国際周波数調整に関わる機関を以下にまとめる。
•

ITU ： 周 波 数 調 整 の 担 当 は 、 ITU の 中 で も 特 に ITU 無 線 通 信 部 門 （ ITU-R ： ITURadiocommunication Sector）と呼ばれる部門である。

•

•

主管庁


自国の主管庁：事業者は、自国の主管庁を通して周波数調整を行う。



他国の主管庁：主管庁間の周波数調整の相手である。

事業者：無線業務を行っている者である。自分以外の国内および外国の事業者は全て実質の
周波数調整の相手である。国内の他の事業者とは自らが調整を実施し、外国の他の事業者と
はその国の主管庁を通して調整を行うこととなる。
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•

国際アマチュア無線連合 IARU：アマチュア衛星の製作、打ち上げ、管制等、世界的にアマ
チュア衛星の推進、支援等を行うグループ
3.1 章に ITU と日本の主管庁の関連情報を、3.2 章に周波数調整の関連法規を記載する。周波数

調整はこれらの法規に基づいて行われる。また、3.3 章に周波数調整に関する注意点や参考とな
る情報を記載する。

3.1

関連機関

周波数の国際調整を行おうとする事業者が指導を受ける機関は、直接的には総務省総合通信基
盤局電波部電波政策課国際周波数政策室であり、ついで国際周波数政策室の業務に大きい関わり
を持つ ITU およびその ITU-R である。
3.1.1

総務省総合通信基盤局電波部電波政策課国際周波数政策室

日本の周波数調整を担当する主管庁は総務省であり、総務大臣の下で周波数の国際調整を担当
するのが電波部電波政策課国際周波数政策室である。日本の事業者は、この国際周波数政策室に
対して周波数調整のための資料等を提出し、その後の調整も国際周波数政策室と連携して行って
いくこととなる。以下の総務省電波利用ホームページに国際調整、および第 3 章に記述されてい
る無線局免許関連の情報が公開されている。国際調整を開始する者、無線局免許を申請したい者
はこのサイトの内容に十分に理解することが事業の第一歩であるとの認識を持たなければならな
い。
総務省 電波利用ホームページ
https://www.tele.soumu.go.jp/
（2021 年 1 月現在）
3.1.2

国際電気通信連合（ITU：International Telecommunication Union）

ITU は電気通信の改善およびその合理的利用を図ることを主たる目的とした政府間機関であり、
国連の専門機関の一つである。電波の国際的な配分、電気通信の世界的な標準化の促進、開発途
上国に対する技術援助の促進等を主な業務としている。
任務
a.

無線周波数スペクトラムの分配、無線周波数割り当ておよび静止衛星軌道の登録

b.

混信の除去、電波の利用改善のための取組みの調整

c.

電気通信の世界的な標準化の促進

d.

発展途上国への技術援助の促進

e.

宇宙技術利用など電気通信手段の調和のとれた発展に向けた取組みの調整

f.

できるかぎり低廉な通信料金を設定するための国際協力の促進

g.

電気通信に関する、研究の実施、規則の改定、決議の採択、勧告および意見の作
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成

3.1.3

等

ITU 無線通信部門（ITU-Radiocommunication Sector）

電気通信分野における国際連合の専門機関である ITU の無線通信部門で、無線通信に関する国
際的規則である無線通信規則（RR: Radio Regulations）の改正、無線通信の技術・運用等の問題の
研究、 勧告の作成および周波数の割り当て・登録等を行っている。
事務局として無線通信局（BR：Radiocommunication Bureau）が置かれている。
ITU-R ウェブサイト
https://www.itu.int/en/ITU-R/information/Pages/default.aspx
（2021 年 1 月現在）
3.1.4

国際アマチュア無線連合（IARU：International Amateur Radio Union）

国際アマチュア無線連合（IARU: International Amateur Radio Union）は、衛星の製作、打ち上げ、
管制等、世界的にアマチュア衛星の推進、支援等を行うグループであり、アマチュア無線周波数
の調整、割当て業務を担う。アマチュア無線周波数の利用を希望する事業者は、ITU への国際調
整開始前に IARU に対してアマチュア無線周波数の利用申請および周波数割当てを受けておく必
要がある。IARU への周波数割当申請については第 6 章を参照のこと。
3.1.5

日本アマチュア無線連盟（JARL：The Japan Amateur Radio League）

JARL は日本国内のアマチュア無線家を主体として組織されている一般社団法人である。日本
におけるアマチュア無線の発展を目的とし、機関紙の発行や QSL カードの転送などのアマチュ
ア無線家向けのサービス、アマチュア無線周波数の確保や制度の改善といったアマチュア無線の
権益を守り育てていくための活動などを行っている。日本の事業者がアマチュア無線周波数の割
当申請を行う際に、申請内容について審査を行う団体のうちの一つである。
JARL ウェブサイト
https://www.jarl.org/
（2021 年 1 月現在）
3.1.6

日本アマチュア衛星通信協会（JAMSAT）

JAMSAT は、アマチュア衛星に興味を持つ会員によって運営をおこなう NPO 法人である。国
内外のアマチュア無線衛星の計画に対し、経費や部品の寄付、機器の製作といったさまざまな協
力を行っている。会員相互の情報交換や、海外の情報の伝達、日本からの情報発信、海外のいろ
いろな国で衛星通信を行うためのサポートなども行っている。日本の事業者がアマチュア無線周
波数の割当申請を行う際に、申請内容について審査を行う団体のうちの一つである。
JAMSAT ウェブサイト
https://www.jamsat.or.jp/
（2021 年 1 月現在）
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3.2
3.2.1

関連規則、法規
無線通信規則（RR: Radio Regulations）

RR は、あらゆる無線通信関連の技術基準や手続きに関する規則を定めたものであり、周波数
分配や電波の利用に関する制約も含む。現在の RR は 1995 年の世界無線通信会議（World
Radiocommunication Conference（Geneva, 1995）（WRC-95））で全面改定、採択され、その後数
年おきに開催される WRC にて改定を重ねてきた。RR は ITU のウェブサイトを通じて入手する
ことができるので、周波数割当てならびに無線局免許を申請しようとする事業者は周波数分配の
原則や使用に当たっての技術的条件、国際周波数調整の手続きなどについて内容を確認しておく
のが望ましい。以下、本マニュアルの記述においては、その根拠となる RR の項番を参考のため
に該当の文末に記す。
RR のウェブサイト

https://www.itu.int/pub/R-REG-RR
（2021 年 1 月現在）
3.2.2

電波法および電波法施行規則等

無線局免許を申請しようとする事業者は、国内法令である電波法や電波法施行規則などで規定
される無線局設備およびその運用に係る技術基準や運用条件、免許手続きなどについて、自局ま
たは自局通信網に関わる部分に関して、これらを熟知していなければならない。これら関連法令
はウェブサイトで読むことが可能であり、解説図書や辞典も数多く出版されている。

電波法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000131
電波法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413CO0000000245
電波法施行規則 抄
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325M50080000014
無線局運用規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325M50080000017
無線設備規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325M50080000018
無線局免許手続規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325M50080000015
無線従事者規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=402M50001000018
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国際周波数調整に際しての注意点

3.3

事業者が国際周波数調整に必要となる知識については前章、前節で述べたとおりであるが、国
際周波数調整の注意点、および事業者が実際に作業を開始した後に経験する可能性のある問題に
ついて述べる。
3.3.1

周波数調整のスケジュール相談を早めに行う

ITU を通して行われる国際周波数調整では、費用回収原則（コストリカバリ原則）に基づき、
ITU に対して料金を支払わなくてはならない手続きがいくつかある。事前公表資料（API：
Advance Publication Information）の提出および修正、通告資料の提出および修正などがこれに該
当し、この費用のことを事務処理負担金と呼ぶ。日本の場合、事務処理負担金は総務省が支払う
こととなっており、事業者自身が支払うことはできない（これは、国際周波数調整は、条約に基
づく主管庁間の調整であり、結果として国が確保した周波数を国内の事業者を適切に選定し、割
当て、免許するという原則による）。
また、事務処理負担金は、事業者の計画を元に総務省で翌年度に必要な額を見積もり、財務省
に対して予算要求を行って所要額を確保するものであることから、事業者は、衛星の計画案があ
る程度まとまった段階で先ず総務省電波部電波政策課国際周波数政策室に周波数調整のスケジュ
ールについて相談を行うことが求められる。なお、同相談から事業者が希望する API 提出時期ま
での期間が短い衛星等についても柔軟に対応してはいるが、できる限り、API 提出時期の前年度
6 月までに、このスケジュール相談を行っておくことが推奨される（例：2021 年 4 月（＝2021 年
度）に API を提出したい場合は、2020 年 6 月まで（＝2020 年度）に相談を開始することが望ま
しい）。このスケジュール相談の段階では、以下のような内容（仮に具体的に決まっていない場
合でも、できる限り想定される内容）を総務省に対して提出すること。
•

周波数調整のスケジュール
 ※API 提出の希望時期、通告の希望時期、想定の衛星打ち上げ時期を含むこと。

•

使用する周波数の中心周波数と帯域幅

•

周波数の使用目的

•

地球局の場所

3.3.2

周波数調整における事業者の作業および責任範囲を認識する

事業者は自国の主管庁を通して周波数調整を行う。国際調整では国の主管庁が窓口となり、事
業者が ITU に直接コンタクトを取ることはない。ただし、ITU に対してどのような内容（衛星の
通信仕様）で申請をするかの技術的な判断、技術資料の作成、各国から意見申し立てが来た場合
の返答内容の検討、調整のための技術資料準備などは事業者が実施しなければならない。API を
作成するだけが調整ではないことを念頭に置いておくこと。作業の内容については第 2 章のアク
ションアイテムリスト、および第 4 章、第 5 章、第 6 章を確認すること。
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3.3.3

ITU に提出する技術資料と実際の無線局の仕様に齟齬がないようにする

ITU に提出する技術資料に記載の内容と実際の無線局の仕様とが食い違えば、その無線局は国
際調整されていないということになる。最悪の場合、その無線局が使用できない事態が起こりう
る。実際の無線局の仕様を正しく技術資料に記載することが非常に重要である。ITU 提出の技術
資料に記載される以下の内容については、国際調整の内容と実際の無線局の仕様が違った場合の
影響が特に大きいので注意すること。
ただし、ITU に提出した技術資料の諸元や国際調整の結果得られた条件よりも混信の程度が大
きくならない範囲内での無線局の運用は認められており、これを「国際調整の範囲内での運用」
という。たとえば ITU に提出した技術資料における電力密度は 10dBW/Hz であり、その前提で国
際調整を完了したが、実際の無線局免許申請と運用は 9dBW/Hz といった場合は、「国際調整の
範囲内での運用」と言える。
o

電波の型式



実際の電波の型式が正しく申請されなくてはならない。実際の型式と異なって技
術資料に記載、ITU から公開された場合、本来の無線電波の使用は認められない。

o

割当て周波数帯域



周波数範囲を広くすると調整国・調整機関の数は多くなり、調整期間も長くなる
が、逆に周波数範囲を狭くしすぎると国内での他無線局との干渉調整が難しくな
る（占有帯域をずらす余地がなくなる）。このため、周波数範囲の設定は慎重に
行う必要がある。



調整した帯域以外の周波数の使用は認められない。

o

無線通信業務の選定



申請された周波数の使用目的が ITU で分配された無線通信業務と合致しない場合、
その周波数の使用は認められない。



国際調整の場合、人工衛星局に関しては実験試験局として申請することはできな
い。国内無線免許の実験試験局の概念とは異なるので注意すること。



業務としてアマチュア（アマチュア衛星）を選択する場合については、アマチュ
ア業務の目的から逸脱した運用を行ってはならない。

o

通信の相手方：地球局



衛星の API の中には地球局の情報も含まなくてはならない。



上記の API とは別に、地球局に関する調整資料を外国主管庁に提出して地球局の
国際調整を行わなくてはならないことがある。地球局の国際調整を行う場合の詳
細については第 7 章に記載する。
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3.3.4

周波数国際調整にかかる最短の期間を認識する

周波数の取得を計画する者は、周波数の申請から最終的に国内で割当てを受けるまでにかかる
時間に留意しておく必要がある。ITU-R の見解では、ITU-R が API を受領してから周波数調整が
完了するまでに最低 8 か月の時間が必要である。8 か月の内訳を以下に示す。
a.

各国の主管庁から ITU-R に事前公表資料を提出してから、実際に ITU ウェブサイ
トおよび国際周波数情報回章（IFIC：International Frequency Information Circular）
で API が公開されるまでにかかる時間：約 2 か月

b.

公開された API に対して外国主管庁が意見申し立てをする時間：4 か月

c.

API に対して意見申し立てを行った国との調整にかかる時間：最低 2 か月

この 8 か月に加えて、通常は周波数申請者が総務省に対して周波数申請のための資料を提出し、
総務省から ITU-R に API が提出されるまでに最低数か月の時間を要する。また、アマチュア無線
周波数を申請する場合は、ITU に API を提出する前に IARU 内で周波数調整を実施する時間も追
加で必要となる。事業者は、衛星の打ち上げのためにいつまでに周波数の割当てが必要なのかを
考慮して、余裕を持って周波数調整を開始することが望ましい。
3.3.5

事前公表資料（API：Advance Publication Information）の有効期限を認識する

API には有効期限がある。API を提出してから 7 年がその有効期限である。7 年以内に通告し、
衛星を打ち上げ、周波数を使用開始しない場合には、その API は失効する。（RR 11.44 項）
3.3.6

提出済みの技術資料の修正は調整のやり直しとなる可能性があることを認識する

衛星の打ち上げよりかなり早い段階で周波数申請をする場合、提出した書類に記載した内容か
ら実際の衛星の設計や運用計画が変更されることが考えられる。ここで注意しなくてはならない
のは、変更の内容によっては、進行中の処理そのものがやり直しとなるということである。たと
えば API が ITU から公開された後に電波の型式の変更があった場合、主管庁内での審査からやり
直しとなり、半年近いタイムロスが発生することもある。主管庁への提出資料または事前公表資
料の内容変更は高いタイムロスのリスクを伴うことを留意しておく必要がある。
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第4章
4.1

国際調整手続 (1) 事前公表資料（API：Advance
Publication Information）提出まで

国際調整資料

衛 星 周 波 数 の 国 際 調 整 は 当 該 国 の 主 管 庁 と 国 際 電 気 通 信 連 合 （ ITU ： International
Telecommunication Union）の規則のもとに対象国の主管庁との間で行われる。したがって調整資
料は全て無線通信規則（RR：Radio Regulations）の定めた様式に従って申請、受理される。（RR
第 9 条）
事業者はこれらの様式の資料を準備し、総務省に提出しなくてはならない。
事前公表資料（API：Advance Publication Information）および通告資料が、この国際調整資料に
該当する（これら国際調整資料を総称して「ファイリング」と言うこともある）。国際調整資料
には、衛星の使用周波数、電力、アンテナパターン等のパラメータを記載しなくてはならない。
RR では、これら人工衛星局、地球局のパラメータを記号で表示するように定められており、事
業者は打ち上げる衛星の設計に基づき国際調整資料作成に必要となるこれらのパラメータを準備
しなくてはならない。表 4-1 に小型衛星の代表的なパラメータの一覧を示す。
周波数をはじめ API により ITU へ提出するパラメータはすべて公開が原則であり、ITU ウェブ
サイトおよび ITU のソフトウェアを使って閲覧することができる。
4.1.1

入力パラメータ一覧

資料作成に必要なソフトウェアである SpaceCapture（後述）に入力が要求される衛星通信網の
パラメータは RR の Appendix 4 に記載されている。画面で入力が指示される主なパラメータとそ
の記号を下記の表 4-1 に示す。パラメータには、入力が必須のものとそうでないものとがある。
また、後出の 5.4 章で説明する通告資料であるが、通告資料に記載されるパラメータは基本的に
は API と同じである。ただし、API では必須ではなかったパラメータで通告資料では必須となる
もの、逆に通告資料では必須ではないが API では必須のパラメータがある。通告資料に必要なパ
ラメータも表 4-1 に併記する。
無線通信規則で定義する調整資料のパラメータは A、B、C のカテゴリから構成されるが、
•

A は当該衛星通信網の一般的な情報、

•

B は人工衛星局、地球局の各ビームに関わる情報、

•

C は人工衛星局、地球局の周波数割当てに関わる情報

である。以下に衛星通信網、ビーム、周波数割り当ての概念について解説する。
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A：衛星通信網とは
2. イリジウム、GPS などのコンステレー
ションシステムは衛星が多数あっても一つ
の衛星通信網である。

1. 通信、観測、地球探査、衛星運用を含む
全ての衛星と地球局の通信回線網を言う。

出典：KDDI
3. 現在運用中の衛星とこれから打ち上げる
同一仕様の後継機は一つの衛星通信網である。

運用機

後継機

B：ビームとは
1． 相手方との通信を目的として発射される電波
2． （衛星から見た）送受の別、人工衛星局アンテナ特性（利得、パターン等）、地球局アンテ
ナ特性（利得、半値幅等）などで定義される。
3． 一つの衛星通信網は複数のビームから構成されることが通常である。

C：周波数割り当てとは
1． 周波数範囲、局種、業務の性質、アンテナ利得、偏波、パターン、受信システム雑音温度、
必要帯域幅、発射の型式（電波型式）、変調方式、使用する地球局の情報などで定義される。
2． 衛星通信網の上記のパラメータの周波数による電波利用に対して ITU による MIFR 登録、主
管庁による免許交付がなされることを言う。
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表 4-1 入力パラメータ一覧
項目

Appendix 4 の記述

説明

番号

事前公表資料

通告資料

への記載

への記載

A.1.a

identity of the satellite network

衛星通信網の名称

1

必須

必須

A1.f.1

symbol of the notifying administration
indicator showing that the non-GSO satellite system
is planned to be operated in accordance with
Resolution 32 (WRC-19)
period of validity of the frequency assignment (see
Resolution 4)
symbol for the operating administration or agency
(see the Preface)
symbol for the operating administration to which
communication should be sent on urgent matters (see
Article 15)
number of orbital planes
indicator of whether the non-geostationary-satellite
system represents a “constellation”, where the term
“constellation” describes a satellite system, for which
the relative distribution of the orbital planes and
satellites is defined
indicator of whether all the orbital planes identified
under A.4.b.1 describe a) a single configuration
where all frequency assignments to the satellite
system will be in use or b) multiple configurations
that are mutually exclusive where a sub-set of the
frequency assignments to the satellite system will be
in use on one of the sub-sets of orbital parameters to
be determined at the notification and recording stage
of the satellite system
if the orbital planes identified under A.4.b.1 describe
multiple mutually exclusive configurations,
identification of the number of sub-sets of orbital
characteristics that are mutually exclusive
if the orbital planes identified under A.4.b.1.b
describe multiple mutually exclusive configurations,
identification of the orbital planes’ id numbers that
are associated with each of the mutually exclusive
configurations

主管庁の記号（日本は J）

2

必須

必須

3

必須

必須

周波数割当ての有効期限

4

必須

必須

運用する主管庁の記号

5

必須

必須

緊急時の連絡先主管庁

6

必須

必須

軌道面の数

7

必須

必須

8

必須

必須

A.4.b.1.a が Y の

A.4.b.1.a が Y

場合、必須

の場合、必須

A.4.b.1.b が Y の

A.4.b.1.b が Y

場合、必須

の場合、必須

A.1.g
A.2.b
A.3.a
A.3.b
A.4.b.1

23

A.4.b.1.a

A.4.b.1.b

A.4.b.1.c

A.4.b.1.d

短期間ミッションフラグ（周波数利用期
間が３年を超えないかつ衛星数 10 以下）

コンステレーションフラグ（複数衛星か
ら成り軌道要素が複数定義されている）

全軌道においてすべての周波数を利用す
るか、一部の軌道を一部周波数のみ利用

9

するか

A.4.b.1.b について、その軌道数

10

A.4.b.1.b について、その軌道 ID

11

A.4.b.1.b が Y の

A.4.b.1.b が Y

場合、必須

の場合、必須

参照先

項目
A.4.b.2
A.4.b.4.a
A.4.b.4.b
A.4.b.4.c
A.4.b.4.d
A.4.b.4.e
A.4.b.4.f
A.4.b.4.h
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A.4.b.4.i

A.4.b.4.j

A.4.b.4.m

A.4.b.4.n

A.4.b.4.o

事前公表資料

通告資料

への記載

への記載

12

必須

必須

軌道傾斜角

13

必須

必須

Appendix 4 の記述
reference body code
angle of inclination of the plane with respect to the
Earth’s equatorial plane (degree)
number of satellites in the orbital plane
period (day-hour: second)
altitude, in kilometers of the apogee of the space
station (km)
altitude, in kilometers of the perigee of the space
station (km)
The minimum altitude of the space station above the
surface of the Earth at which any satellite transmits
the initial phase angle (ωi) of the i-th satellite in its
orbital plane at reference time t = 0, measured from
the point of the ascending node (0° ≤ ωi < 360°)
the argument of perigee (ωp), measured in the orbital
plane, in the direction of motion, from the ascending
node to the perigee (0° ≤ ωp < 360°)
the longitude of the ascending node (θj) for the j-th
orbital plane, measured counter-clockwise in the
equatorial plane from the Greenwich meridian to the
point where the satellite orbit makes its South-toNorth crossing of the equatorial plane (0° ≤ θj <
360°)
indicator of whether the space station uses sunsynchronous orbit or not
if the space station uses sun-synchronous orbit
(A.4.b.4.m), indicator of whether the space station
references the local time of the ascending node (solar
local time when the space station is crossing the
equatorial plane in the South-North direction in
hours:minutes format) or the descending node (solar
local time when the space station is crossing the
equatorial plane in the North-South direction in
hours:minutes format)
if the space station uses sun-synchronous orbit

説明
宇宙局が周回する天体
（例 T：地球、L：月など）

番号

軌道面内の衛星数

14

必須

必須

軌道周期

15

必須

必須

遠地点高度

16

必須

必須

近地点高度

17

必須

必須

宇宙局が電波を発射する最低高度

18

必須

必須

初期位相

19

A.4.b.1.a が Y の

A.4.b.1.a が Y

場合、必須

の場合、必須

近地点引数

20

昇交点経度

21

太陽同期軌道であるか否か

22

太陽同期軌道を使用している場合、昇交
点の地方時を参照しているか、降交点の

23

地方時を参照しているか

太陽同期軌道を使用している場合、昇交

24

A.4.b.1.a が Y の

A.4.b.1.a が Y

場合、必須（円

の場合、必須

軌道の場合不

（円軌道の場

要）

合不要）

A.4.b.1.a が Y の

A.4.b.1.a が Y

場合、必須

の場合、必須

必須

必須

参照先

項目

Appendix 4 の記述

B.2

(A.4.b.4.m), the local time of the ascending (or
descending, per A.4.b.4.n) node (solar local time
when the space station is crossing the equatorial
plane in the South-North (or North-South) direction
in hours:minutes format)
designation of the satellite antenna beam
transmission/reception indicator for the beam of the
space station or the associated space station

B.2.a.1

an indicator specifying whether the space station only
transmits when visible from the notified service area

B.1.a

if the non-geostationary-satellite beam’s
transmissions are non-continuous, the minimum
elevation angle above which transmissions occur
when the space station is visible from the notified
service area
maximum co-polar isotropic gain, in dB

説明

番号

事前公表資料

通告資料

への記載

への記載

点または降交点の地方時

アンテナビーム名

25

必須

必須

（衛星側から見て）受信 R または放射 E

26

必須

必須

27

必須

必須

衛星サービスエリアが可視範囲にあると
きのみ送信を行うかどうかのフラグ

送信ビームの最低仰角

28

最大等方向アンテナ利得

29

必須

必須

Antenna radiation pattern
reference number of each orbital plane in which the
space antenna characteristics are used
if the antenna characteristics of the space station are
not common to every satellite, the reference number
of each satellite in the specified plane
lower limit of the frequency (MHz)

アンテナ放射パターン

30

必須

必須

該当ビームを使用する軌道 ID(通常は all)

31

必須

必須

該当ビームを使用する衛星 ID

32

最小周波数

33

必須

最大周波数

34

必須

割当て周波数

35

RR4.4 条の適用を行うかどうかのフラグ

36

C.3.a

upper limit of the frequency (MHz)
the assigned frequency (frequencies), as defined in
No. 1.148
if the frequency assignment is to be filed under No.
4.4, an indication to that effect
the bandwidth of the assigned frequency band, in kHz
(see No. 1.147)

割当て周波数帯域の帯域幅

37

C.4.a

class of station, using the symbols from the Preface

B.2.a.2

B.3.a.1

25

B.3.c.1
B.4.a.1
B.4.a.2
C.1.a
C.1.b
C.2.a.1
C.2.c

参照先

4.2.3

必須

必須
4.1.2

局種（例

EC：固定衛星業務など）

38

必須

必須

C.4.b
C.5.a

業務の種類

39

必須

必須

受信アンテナ出力換算の

40

衛星受信ビーム

衛星受信ビー

4-2

人工衛星局の局
種

nature of service performed, using the symbols from
the Preface
lowest total receiving system noise temperature, in

表

項目

Appendix 4 の記述

説明

番号

事前公表資料

通告資料

への記載

への記載

必須

ム必須

Kelvin, referred to the output of the receiving antenna
of the space station (Kelvin)

最小受信雑音温度

C.6.a

type of polarization (see the Preface)

偏波方式

41

必須

必須

C.7.a

necessary bandwidth and the class of emission
the carrier frequency or frequencies of the
emission(s)
maximum value of the peak envelope power in dBW,
required if neither C.8.b.1 nor C.8.b.3 is provided
maximum power density, in dB(W/Hz), required if
neither C.8.b.2 nor C.8.b.3 is provided
total peak envelope power in dBW, required if neither
C.8.a.1 nor C.8.b.3.a is provided
maximum power density, in dB(W/Hz), required if
neither C.8.b.2 nor C.8.b.3.b is provided
minimum value of the peak envelope power in dBW,
if not provided, the reason for absence under C.8.c.2
minimum power density, in dB(W/Hz), if not
provided, the reason for absence under C.8.c.4
he maximum total peak envelope power, in dBW,
supplied to the input of the antenna for each
contiguous satellite bandwidth
For a satellite transponder, this corresponds to the
maximum saturated peak envelope power
greater of either the carrier-to-noise ratio, in dB if not
provided, the reason for absence under C.8.c.2
for an associated earth station, the name of the station

必要帯域幅および放射の型式

42

必須

必須

中心周波数

43

必須

最大尖頭包絡電力

44

必須

必須

最大電力密度

45

必須

必須

全尖頭包絡電力

46

必須

必須

最大電力密度

47

必須

必須

最小尖頭包絡電力

48

必須

必須

最小電力密度

49

必須

必須

the type of station (specific or typical)
for a specific associated earth station, the
geographical coordinates of antenna site
(latitude/longitude in degree)

特定地球局の緯度・経度

54

地球局が設置される国・地域

55

C.7.b
C.8.a.1
C.8.a.2
C.8.b.1
C.8.b.2
C.8.c.1
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C.8.c.3

C.8.d.1

C.8.e.1
C.10.b.1
C.10.b.2
C.10.c.1

C.10.c.2

country or geographical area in which the earth
station is located

受信アンテナに供給される最大尖頭包絡
電力の総和

参照先

4.1.2

表

4-5

偏波

4.1.3 電力密度

4.1.3 電力密度

衛星送信ビー

50

ム必須

搬送波対雑音比

51

必須

必須

地球局名

52

必須

必須

地球局の種別：一般(T) または 特定(S)

53

必須

必須

C.10.b.2 が

C.10.b.2 が

S の場合は必須

S の場合は必須

C.10.b.2 が

C.10.b.2 が

S の場合は必須

S の場合は必須

4.1.2 表 4-6
サービスエリア

（業務区域）

項目

Appendix 4 の記述

説明

番号

事前公表資料

通告資料

への記載

への記載

C.10.d.1

for an associated earth station, class of station

局種

56

必須

必須

C.10.d.2

for an associated earth station, nature of service

業務の種類

57

必須

必須

最大放射方向の等方向利得

58

必須

必須

ビームの半値幅

59

C.10.d.3
C.10.d.4
C.10.d.5.a

C.10.d.6

27

C.11.a

isotropic gain , in dBi, of the antenna in the direction
of maximum radiation
the beamwidth, in degrees, between the half-power
points (described in detail if not symmetrical)
either measured co-polar radiation pattern of the
antenna or the cross-polar reference radiatio0n
pattern
if the associated station is a receiving earth station,
the lowest total receiving system noise temperature,
in kelvins, referred to the output of the receiving
antenna of the earth station under clear-sky
conditions
service area or areas of the satellite beam on the Earth

アンテナ同一偏波または直交偏波
放射パターン
受信アンテナ出力換算の
最小受信雑音温度
ビームの業務域

60

61

62

参照先
4.1.2

必須

地球局受信ビー

地球局受信ビ

ム必須

ーム必須

必須

必須

4-3

地球局の局種
4.1.2

表

業務の性質

必須
必須

表

4.2.3

4-4

4.1.2

パラメータの記号

調整資料のパラメータを入力するに際し、項目によっては ITU が定めたパラメータ記号を用い
る必要がある。特に小型衛星で対象となると思われる主な記号のリストを以下に示す。
詳細は下記 ITU ウェブサイトを参照のこと。
Preface: SECTION IV, Reference Tables
https://www.itu.int/en/ITU-R/space/Preface/preface_e.pdf
表 4-2 及び 表 4-3 に人工衛星局と地球局の無線業務のリストを示す。ここで、無線業務ごと
に使用することのできる周波数帯域が決まっていることに注意する。周波数帯域の範囲と無線業
務との間に矛盾がないようにすること。
表 4-2 人工衛星局の無線業務
記号

宇宙研究業務：

人工衛星局の無線業務

E1

宇宙研究業務（能動）

E2

宇宙研究業務（受動）

E3

地球探査衛星業務（能動）

E4

地球探査衛星業務（受動）

EA

アマチュア衛星業務

ED

宇宙遠隔指令（コマンド）

EH

宇宙研究業務

EK

宇宙追尾（トラッキング）

ER

宇宙遠隔測定（テレメトリ）

ET

宇宙運用業務

EW

地球探査衛星業務

宇宙科学に関連した観測、実験、研究を行うことがこの業務に該当する。
衛星に搭載された何らかの観測装置が地球の方向を向いており、地球の表
面もしくは地球の内部の観測、雲の動きなど地表面に近い大気の状態の観
測を行う場合、その業務は宇宙研究業務ではなく地球探査衛星業務に該当
する。

地球探査衛星業務： 地球の表面もしくは地球の内部の観測、雲の動きなど地表面に近い大気の
状態の観測を行うことがこの業務に該当する。
アマチュア衛星業務：アマチュア無線周波数による通信を行うことがこの業務に該当する。
宇宙運用業務：

衛星の状態を監視し、必要に応じて衛星を制御して、衛星をミッションが
遂行可能な状態に保つことがこの業務に該当する。コマンドを計画して衛
星に対して送信する（＝宇宙遠隔指令（コマンド））、また衛星のハウス
キーピングデータを受信、解析する（＝宇宙遠隔測定（テレメトリ））、
コマンドとテレメトリのために衛星を追尾する（宇宙追尾（トラッキン
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グ））ことが、この宇宙運用業務の中に含まれる。地上からの管制、制御
が全くないという非常に特殊な場合を除き、通常はこの宇宙運用業務を局
種として選択すること。それに付随して、宇宙遠隔指令、宇宙遠隔測定、
宇宙追尾も局種として選択すること。
表 4-2 の人工衛星局の無線業務の表のうち、宇宙追尾（トラッキング）、宇宙遠隔測定（テレ
メトリ）、宇宙遠隔指令（コマンド）は上記の宇宙運用業務のところで記述したように宇宙運用
業務のために必要なことであって、これら自体は「業務」ではない。一方、人工衛星局の局種の
記号については業務と業務を行うために必要な事項が区別されていないということを覚えておく
こと。宇宙追尾（トラッキング）、宇宙遠隔測定（テレメトリ）、宇宙遠隔指令（コマンド）の
詳細については RR 1.23 条で定義されているので参照のこと。
表 4-4 に通信網の使用目的である業務の性質、また表 4-5 には使用されるビームの偏波の記号
をそれぞれ示す。

表 4-3 地球局の局種
記号

地球局の局種

TA

アマチュア衛星業務の地球局

TD

宇宙遠隔指令（コマンド）の地球局

TH

宇宙研究業務の地球局

TK

宇宙追尾（トラッキング）の地球局

TR

宇宙遠隔測定（テレメトリ）の地球局

TT

宇宙運用業務の地球局

TW

地球観測業務の地球局

表 4-4 業務の性質
記号

説明

CO

専ら公用の通信のために使用される業務

CP

公衆通信のために使用される業務

CR

限定された公衆通信のために使用される業務

CV

専ら私的機関のために使用される業務

FS

人命の安全のために設置された地球局

表 4-5 偏波
記号

説明

H

水平偏波

V

垂直偏波

CR

右旋円偏波（偏波面が送信側からみて右に回転）

CL

左旋円偏波（偏波面が送信側からみて左に回転）

M

上記の偏波の混在
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人工衛星局が電波を発射したり、送受信をするサービスエリアを指定する必要がある。ここで
指定したエリア以外の場所では原則人工衛星局は電波を発射することができない。宇宙局の打ち
上げ直後から地球局を設置する国だけでなく、将来的に地球局を設置して電波を発射する可能性
のある国も全て記載しなくてはならない。下記にサービスエリアを指定する記号の例を示す。下
記以外の国、地域については国際周波数情報回章（IFIC： International Frequency Information
Circular）Preface Section IV Table 1B 参照のこと。

表 4-6 サービスエリア（業務区域）を指定する記号例
記号

説明
日本

J

ノルウェー

NOR

スウェーデン

S

全地球

XR1

第一地域

XR2

第二地域

XR3

第三地域（日本を含む）

XVE

（静止軌道からの）可視域

電力密度

4.1.3
1)

XAA

電力密度
人工衛星局は、地上の無線業務に対して有害な干渉を与えてはならない。

特に非静止軌道衛星は、RR に特に規定されている場合を除いて固定通信業務及び放送衛星業
務の静止衛星に対して、許容することのできない干渉を与えてはならない。
このため、APIの申請に当たっては、人工衛星局が発射する電波の電力密度（Power Density）
の値を記入することが求められている。
（表4-1 入力パラメータ一覧 C.8.a.2及びC.8.c.3参照）
電力密度とは実際に人工衛星局のアンテナから放射される電波の単位周波数当たりの電力で定
義される。つまり、人工衛星局の送信機出力からアンテナ給電損失および変調損失を差し引いた
ものを、占有帯域幅で割ったものである。
単位周波数当たりの電力で定義される電力密度（Power Density）の基本的な式は以下のように
なる。
送信電力P－給電損失L－変調損失

電力密度＝

占有帯域幅B

通常これをデシベル表示するので
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電力密度PD(dBW/Hz)＝送信電力 P（dBW）－給電損失 L（dB）－変調損失（dB）－10logB
（dB・Hz）
＝アンテナ入力端電力（空中線入力電力）（dBW）－変調損失
（dB）－10logB（dB・Hz）
2) API申請時の最大電力密度の意味
API では、最大電力密度と最小電力密度の値を示す必要がある。RR において、API 申請時に記
載すべき最大電力密度は次のように規定されている。
割当周波数が 15GHz 未満の場合は電力が最大となる 4kHz 幅の範囲内の電力について、また割
当周波数が 15GHz 以上の場合は電力が最大となる 1MHz 幅の範囲内の電力について、1Hz 当た
りの電力（電力密度）を算出し、記載する。 以下、4kHz や 1MHz を参照帯域幅と呼ぶ。

電力
変調損失

参照帯域幅内の電力が最大と
なる帯域内における1Hzあた
りの電力を求める

参照帯域幅
変調損失

周波数
図 4-1 電力密度の概念

実際の運用において、API で申請した最大電力密度を超えた電波を送信することは許されない。
実際に打ち上げた衛星の最大電力密度が申請値を超えていると、電波の発射を停止するよう勧告
されることもありうる。また国内免許の審査の際にも API に記載した最大電力密度の値を超えた
値で申請することは認められない。よって、最大電力密度の値は実際の数値を必ず上回るよう、
注意して申請すること。
3) API 申請のための実践的な電力密度の求め方
前節で記述した参照帯域幅、変調損失を求めるための計算、実測いずれも、多くの知識と経験
を必要とする。
API 申請においては、当然ながら RR に従った電力密度の計算をすることが望ましいが、それ
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が困難な場合の実践的な計算方法について以下に解説する。
「電力が最大となる参照帯域幅の範囲」は通常の場合中心周波数（搬送波周波数）の前後であ
ることが殆どである。
従って、API 申請においては実践的な計算方法として、搬送波電力をそのまま参照帯域幅であ
る 4kHz（周波数が 15GHz 未満の場合）または 1MHz（周波数が 15GHz 以上の場合）で除する方
法が考えられる。この実践的な計算方法では、本来はスペクトル的に拡がりを持つ送信電力のす
べてがこの参照帯域幅の中に存在すると仮定しているため、電力密度値としては実際の値より大
きい側に評価することとなる。実際に運用する衛星の電力密度値はこの実践的な計算方法で得ら
れた値以下であるため、電力密度の観点では国際調整の範囲内での運用と言える。
この考え方に基づくと、最大電力密度の実践的な式は以下のようになる。
＜割当周波数15GHz未満の場合 （B：参照帯域幅＝4000Hz ）＞
空中線入力電力P

電力密度＝

4000 [Hz]

デシベル表示すると

電力密度PD(dBW/Hz)＝送信電力 P（dBW）－10log4000（dB・Hz）
＜割当周波数15GHz以上の場合 （B：参照帯域幅＝1 MHz ）＞
空中線入力電力P

電力密度＝

1,000,000 [Hz]

デシベル表示すると

電力密度PD(dBW/Hz)＝空中線入力電力 P（dBW）－10log1000000（dB・Hz）
4) 実践的計算方法についての留意事項
実際に運用する衛星の電力密度値が API 申請値を超えていると、電波の発射を停止するよう勧
告されることもありうる。
また国内免許の審査の際にも API に記載した最大電力密度の値を超えた値で申請することは、
原則認められない。国内免許の申請に際しては、申請書補足資料として、電力密度に関しても国
際調整値と免許申請値の比較表の提出が求められる。（8.2.4 節、および 8.4.4 節参照）
打ち上げた衛星の電力密度が API 記載の値以下であれば手続き的には「国際調整の範囲内での
運用」と言えるためこの観点からも、実践的な計算方法によっても問題はない。
ただし、電力密度として大きめの値が事前公表されることになるため、国際調整における外国
主管庁からの申し立てが実際の衛星諸元値記載の場合に比較して増える可能性があり、この場合
にはより多くの調整努力が必要となる。
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ITU 指定ソフトウェアによる国際調整資料の作成

4.2

API など国際調整資料には、衛星の通信仕様、衛星と通信する地球局の仕様、衛星の軌道情報
などを ITU 無線通信部門（ITU-R：IT=Radiocimmunication Sector）規定の書式で盛り込む。国際
調整資料の作成には ITU-R が配布しているソフトウェアを使用する。
4.2.1

ソフトウェア

資料作成に必要となるソフトウェアは、2021 年 1 月現在、以下のサイトで配布されている。
これらのソフトウェアを使って前項のパラメータを入力していくことによって、資料が作成で
きる。資料の作成に際してはそれぞれのソフトウェアの最新のバージョンを使用するよう注意す
ること。なお、対応 OS は Windows®だけである。
Space networks and related software
https://www.itu.int/ITU-R/go/space-software/en
API の作成に必要なソフトウェアは以下の 4 つである。ウェブサイトの記載に従ってソフトウ
ェアをダウンロード、インストールする。これらのソフトウェアは不定期にバージョンアップさ
れるのだが、古いバージョンを使って API を作成すると受け入れてもらえない場合がある。API
だけでなく ITU-R のソフトウェアを使って資料を作成する場合にはそのソフトウェアが最新のバ
ージョンのものであるよう確認して使うこと。
a.

GIMS – Graphical Interface Management System
https://www.itu.int/en/ITU-R/software/Pages/gims.aspx
API 及び通告資料に添付する、アンテナパターン等の図形データの作成に用いる。GIMS のイ

ンストールと初期設定に関する注意事項は第 9 章 9.3 を参照のこと。
b.

SpaceCapture - Space notification system PC capture

https://www.itu.int/en/ITU-R/software/Pages/spacecap.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-R/software/Pages/ap7capture.aspx
API 及び通告資料の作成に用いる。
c.

BR-SIS Validation – BR Space Information System
https://www.itu.int/en/ITU-R/software/Pages/brsis.aspx
作成した API 及び通告資料ファイルの検証に用いる。情報の足りない箇所や記載ミスなどを見

つけて表示する。
なお、ソフトウェアの不具合を除き、Validation 後に Fatal Error が残っていると、ITU-R で資料
の受付が拒否されるため、同ソフトの確認は必須である。

d.

SpacePub – Space Publication System

https://www.itu.int/en/ITU-R/software/Pages/spacepub.aspx
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SRS データベース（API や通告資料などを含むデータベース）の資料を閲覧しやすいドキュメ
ントの形式で印刷したりファイル出力したりするのに用いる。作成した API の印刷、ファイル出
力にもこのソフトウェアを用いる。
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4.2.2

事前公表資料（API：Advance Publication Information）作成のための SpaceCapture Space notification system PC capture の使用方法

手順 1．SpaceCapture を起動する
SpaceCapture のアイコンをクリックしてソフトウェアを起動する。
以下、画面の表示に従って必要な衛星通信網のパラメータを入力していくが、入力が要求され
るパラメータは表 4-1 入力パラメータ一覧の表の中ほどにある通し番号と対応した番号で画面上
に表示してある。SpaceCapture で入力したパラメータは mdb ファイルとして保存される。

API のタブを選択

クリック

手順 2. 衛星通信網の一般的データ入力

2. 主管庁国名

1. 衛星通信網の名称

3. 短期間ミッションフラグ

7. 軌道面の数

12. 周回する天体
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手順 3．人工衛星局の軌道情報入力

8. コンステレーションフラグ
※チェックを入れることにより
関連する設定が入力可能となる

非静止衛星の軌道情報

13. 軌道傾斜角

15. 周期

14. 衛星数

18. 最低高度
17. 近地点高度

16. 遠地点高度
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22. 太陽同期軌道フラグ

手順 4.

人工衛星局アンテナ情報入力

25. ビーム名
26. 送信・受信の区別

29. 最大等方性利得

手順 5.

30. アンテナビームパターン
型式選択または図を提出

人工衛星局使用電波情報の入力

41. 偏波

38. 局種 39. 業務の種類
40. 受信システム雑音温度

62. サービスエリア
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手順 6. 宇宙通信網の運用情報の入力

4. 周波数割り当て有効期限

手順 7.

人工衛星局使用電波情報の入力 (1)

入力できる有効ケタ数には限りがあるため、必ず申請値を上回るように入力すること。

51. C/N 比

45. 最大電力密度
44. 最大尖頭電力
42. 必要帯域幅・発射の型式
（電波型式）

49. 最小電力密度
48. 最小尖頭電力
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手順 8.

人工衛星局使用電波情報の入力 (2)

33. 最小周波数
（周波数範囲内の）

34. 最大周波数
(周波数範囲内の)

手順 9. 地球局情報等の入力

52. 関連地球局名
53. 地球局の種別

54. 地球局の緯度・経度

56. 局種
55. 地球局設置の
国・地域
58. 最大放射方向の等方性利得

60. アンテナ放射パターン
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4.2.3

図形データ作成のための GIMS – Graphical Interface Management System の使用方法

API に添付するアンテナパターン等の図形データは BR のデータキャプチャソフトウェア
（GIMS）と互換性のあるデータ様式で提出する必要がある。このソフトウェアの使用方法を以
下に示す。
手順 1. GIMS データベースを新規作成する
GIMS を起動し、下画像の手順に従って GIMS データベースを新規作成する。

手順 2. NGSO（非静止軌道）ダイアグラムを新規作成する
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手順 3. ダイアグラムに画像ファイルを挿入する
アンテナパターン等の画像ファイルをダイアログに挿入する。タイトルやサブタイトル、
X/Y 軸凡例は後に GIMS の機能で挿入できるため、図のみをトリミングしたファイルを選択す
ること。

手順 4. ダイアグラムのタイプを選択する
ダイアログタイプのドロップダウンリストから所定のタイプを選択し（例：人工衛星局アン
テナパターンの場合は"Space Station Radiation Pattern (B3c1)"を、地球局の場合は"Earth station
radiation pattern（c10d5a）"を選択する）、タイトルを入力する。サブタイトル、X/Y 軸凡例は
必要に応じて入力する。
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手順 5. 保存する
下画像の手順に従いダイアログを保存する。
Dialog key を入力する。SpaceCapture で作成した mdb ファ
イルと一致していることを確認すること。
ダイアログを
右クリック
し、Save Aa
を選択する

手順 6. GIMS データベース内のダイアグラムを確認する
全てのダイアログが GIMS データベースに含まれているかを確認する。以下に確認するため
の 3 つの方法を示す。
[方法 1]
GIMS データベース・エクスプローラを使用して、データベースの構造をチェックし、必
要なダイアグラムがすべて作成されていることを確認する。
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[方法 2]
GIMS エクスプローラーウィンドウを使用する。

[方法 3]
GIMS Qry を実行する。

“NGSO Query”→”Run Query”の順に選択すると、詳細
なレポートが得られる。
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作成結果の検証のための BR-SIS Validation – BR Space Information System の使用方法

4.2.4

作成した資料は間違いなどがないことを確認するために前述のソフトウェア BR-SIS Validation
を使用して検証を行う必要がある。このソフトウェアの使用方法を以下に示す。
手順 1. BR-SIS Validation を開く
BR-SIS を起動し、Validation を選択する。

手順 2. 検証するファイルを選択
検証対象の mdb ファイルを選択し実行する。
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手順 3. Validation の実行

GIMS によって作成した図形データがある場合

手順 4. 終了後検証レポートを表示

検証の結果、F/W 欄（誤りの重大性の程度を表す）が F と表示されたものは Fatal Error であり、
必ず修正しなくてはならない。W と表示されたものは Warning であり、データの誤りの可能性が
高いためもう一度データをよく確認する必要がある。
なお、ソフトウェアの不具合を除き、Fatal Error が残っていると ITU-R で資料の受付が拒否さ
れるため、F の表示が無くなるまで、見直しをする必要がある。
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4.2.5

調整資料をドキュメント出力する SpacePub - Space Publication Software の使用方法

以下の手順は、API（4.2.2 章で作成した mdb ファイル）を閲覧しやすいようドキュメント形式
で出力するためのものである。
手順１．SpacePub を立ち上げる
SpacePub のソフトウェアを立ち上げ、中央上部のメニューから API を選ぶ。
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手順２．mdb ファイルを選択する
左上のメニューから File、Open Microsoft Database を選択し、続けて表示されるウィンドウ内で
ドキュメント形式により出力したい mdb ファイルを選択する。

mdb ファイルが選択されると、表示する API がカスケードメニューから選択できるようになる。
表示したい API を選択する。
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手順３．ファイルを出力する
Create Doc.のボタンを押して、ドキュメント形式のファイル（拡張子は.rtf）を出力する。

出力ファイルサンプル
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4.3

総務省への資料提出

作成、検証した資料は総務省に提出し、総務省内で審査される。事業者は API に加えて衛星に
関する説明資料を提出して ITU-R への周波数申請および国際調整を行なうよう依頼する必要があ
る。
提示を求められる説明資料に含むべき情報は衛星の種類、運用の内容によって異なるが、代表
的なものは以下のとおりである。任意の書式で良い。


衛星運用の目的



運用開始日



運用する組織



衛星名称および機数



衛星の概要



衛星およびミッション機器の諸元



衛星軌道



無線通信の概要



周波数一覧



ビーム特性の主要諸元



地球局アンテナのビームパターン


周波数ごと、かつ送受信両方のビームパターンを提出する。ただし、標準的
なアンテナの場合は ITU-R 規定のビームパターンの記号を事前公表資料のな
かで指定するのみでよいため、別途ビームパターンの提出は必要ない。



衛星局搭載アンテナのビームパターン


周波数ごと、かつ送受信両方のビームパターンを提出する。ただし、標準的
なアンテナの場合は ITU-R 規定のビームパターンの記号を事前公表資料のな
かで指定するのみでよいため、別途ビームパターンの提出は必要ない。

4.4



電力密度、電力束密度の計算式



占有周波数帯幅の算出根拠



回線設計書（8 章の 8.2.3 項

補足資料一式、②回線設計書の例を参考のこと。）

総務省内審査、ITU へ事前公表資料（API：Advance Publication Information）
提出

事業者から提出された API と説明資料をもとに、総務省内で電波法にも基づき、周波数申請の
内容について審査を行う。主として、以下のような点がチェックされる。
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API に記載すべきパラメータが全て記載されているかどうか



記載されているパラメータに矛盾がないか、またはパラメータ間で矛盾がないか



（悪い例：衛星では使用することができない周波数が記載されている、RR で規
定されている最大電力密度を超える電力密度が記載されている、記載の周波数帯
域では使えない局種が記載されている、等）



説明資料や事業者のプレスリリース等の公開されている情報と比較して、API の
内容が客観的におかしいことはないか

API に不備があった場合は総務省とやり取りしながら API を修正していく。修正が完了した後、
総務省から ITU-R に対して API を提出する。総務省が事業者から資料を受理してから ITU-R に
API を提出するまでには、通常数か月（API の修正の完了後、ITU-R への提出までおよそ 1 カ月）
を要する。
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第5章

国際調整 (2) 事前公表資料（API：Advance
Publication Information）提出後

本章では、事前公表資料（API：Advance Publication Information）を提出した後の公表に向けた
作業について説明する。本章に記載されている全ての作業に共通することであるが、国際調整の
中で国際電気通信連合（ITU：International Telecommunication Union）と主管庁との間でやり取り
が発生した場合、基本的に ITU からの要求や質問に対しては 30 日以内に対応することとされて
いる。事業者はこのことを念頭に、総務省から何らかの要求や質問があった場合には迅速に対応
すること。

5.1

ITU 内処理、事前公表資料（API：Advance Publication Information）の公表

ITU 無線通信部門（ITU-R：ITU-Radiocimmunication Sector）では API を受理すると、その API
を公表するための準備を開始する。API は BR IFIC と呼ばれるシステムを使って各国へ公開され
る。これを API/A と呼ぶ。ITU-R の見解ではこの準備期間に 2 か月を要する。ただし、提出され
た API に不備があった場合は修正を要求されるため、API 提出から公開までに 2 か月以上時間が
かかることもある。BR IFIC に API が公開されると、電子情報として各国の担当主管庁が無線局
の情報を閲覧できる状態となる。（無線通信規則（RR：Radio Regulations） 9.1 項、9.2 項、9.2A
項、9.2B 項）

5.2

他国からの意見の申し立て

BR IFIC で公開された API に関して申し立てがある場合、各国の主管庁から自国の担当主管庁
あてに書簡が送られる。各国が申し立ての書簡を送ることができるのは、API 公開後から 4 か月
間である。（RR 9.3 項、9.4 項）
4 か月間の意見申し立て期間が終わると、公開した API に対する意見申し立てをまとめたドキ
ュメントが ITU-R から BR IFIC により公表される。これを API/B と呼ぶ。各国からの意見は内容
に応じて 4 つのカテゴリのいずれかに分類されるが、API/B には、意見申し立てがあった国名が
意見内容のカテゴリ別に記載されているのみである。意見内容のカテゴリは以下である。
E：サービスエリアからの自国領土除外の意見申し立て
T：自国の地上業務への干渉に関する意見申し立て
S：自国の衛星システムへの干渉に関する意見申し立て
O：その他の意見申し立て
各国からの申し立ての書簡は送付されないが、この API/B にのみ申し立てがある場合があるの
で注意すること。
API/B のサンプルを以下に示す。
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5.3

申し立て国との調整

意見申し立ての書簡を受け取った自国の主管庁は、事業者と相談して電波干渉が起こらないと
いう証明をするか、もしくは諸元の変更、または運用等によって電波干渉を回避する方法を探す
ことで意見申し立て国への返答書簡を作成する。双方の主管庁は書簡を取り交わし、有害な電波
干渉が発生しないよう調整する。
調整には書簡のやりとりによるものの他、関連主管庁と事業者が一堂に会して会議を開催し、
Face-to-Face で直接調整を行うこともある。また、直接の当事者間で調整を行うこともある。
（RR 第 9 条 IB 節、II 節）
小型衛星の周波数調整の例としては下記のようなものがある。
1.

干渉に関する技術的計算結果等の根拠を示し、有害な混信を及ぼさないことを確認

2.

意見申し立てのあった国の上空では電波を出さないと約束

3.

衛星の運用期間の限定

4.

送信電力の低減

5.

周波数の変更または限定（ただし、変更または限定は API に記載の周波数範囲内でのみ可
能）

調整の結果は必ず実行されなくてはならない。つまり、事業者が実行できない内容ではそもそ
も調整できないということを認識しておくこと。

5.4

通告、登録

事業者は、実際に打ち上げられる衛星の最終通信仕様、衛星と通信する地球局の最終仕様、衛
星が実際に投入された軌道情報などを ITU-R に対して規定の書式で提出しなくてはならない。こ
の作業を通告と呼ぶ。通告は、衛星の打ち上げ前に行うことが望ましい。ただし、API の公表
（提出ではないことに留意）から 4 カ月以上経過していなければ通告手続きはできない。（RR
9.1 項）通告資料に記載されるパラメータは API に記載するものとほぼ同様であるが、意見申し
立て国との調整の結果も反映させて、パラメータの値を現実に即したものに修正することもでき
る。ただし修正の範囲は、API の記載内容と比べて、混信の程度が大きくならない範囲でなくて
はならない。
通告手続きも、コストリカバリーが発生する手続きである。通告のタイミングについては早い
段階から総務省と相談をしておく必要がある。（3.3.1 章を参照）
資料の作成には ITU-R が配布しているソフトウェアを使用する。通告資料の作成手順は API の
作成手順とほぼ同様であり、衛星通信網の設計が変わっていなければパラメータに入力する値も
同じで良い。ただし、調整の結果修正があったパラメータの値、実際に衛星が打ち上げられた軌
道のパラメータの値等は現実に即したものを入力すること。作業は画面の指示に従って入力して
いくことで完成する。
この情報が主官庁より ITU-R に通告されることにより国際周波数登録原簿（MIFR：Master
International Frequency Register）に登録（＝ファイリング）され、免許申請、取得を経て衛星の運
用が可能となる。（RR 第 11 条）
ソフトウェア：API の作成に使用するソフトウェアと同じものを使用する。
SpaceCapture - Space notification system PC capture
https://www.itu.int/en/ITU-R/software/Pages/spacecap.aspx
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SpaceCapture - Space notification system PC capture の使用方法

手順 1.

SpaceCapture を起動する

SpaceCapture のアイコンをクリックしてソフトウェアを起動する。
手順 2. Start Page で CR/NOTIF を選ぶ

CR/NOTIF のタブを選択
New Notice をクリック

手順 3. Notice の入力

RR 第 11.2 項に基づく通告

受領日

主管庁

非静止衛星
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初回の通告

手順 4. 衛星通信網の名称、軌道情報等の入力

衛星通信網名称

軌道面数
周回する天体

短期間ミッションフラグ
コンステレーションフラグ

手順 5. 軌道情報の入力

軌道傾斜角、周期、高度など軌道情報

最低高度

該当を選択
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手順 6. 周波数の入力

割り当て周波数

手順 7. 該当する Special Section の選択
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手順 8. アップリンクに関する地球局データ入力

地球局の種類（典型/特定）、局名

局の緯度、経度
局種、業務の性質

最大利得、ビーム幅
最大総電力、総帯域幅

アンテナ放射パターン

手順 9. ビームパラメータ追加

選択
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手順 10. ビーム情報の入力

アンテナ利得
OR
アンテナパターン
必須

任意

手順 11. 局種、業務の種類、サービスエリア（業務区域）の入力

局種、業務の性質
サービスエリア選択
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手順 12. 周波数グループの一般的特性入力

運用開始日

有効年数

運用する主管庁の記号
緊急時の連絡先主管庁

手順 13. 割り当て周波数の入力

割り当て周波数
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手順 14. ダウンリンク電波ビームのパラメータ入力

C/N 比

最大電力密度

最小電力密度

最大尖頭電力
必要帯域幅・発射の型式

最小尖頭電力

手順 15. ダウンリンクに関して手順 9.と同様に地球局データを入力

OR

OPTION (AP4)

特定地球局の場合入力
OR
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手順 16. 作成完了

5.5

運用開始（BIU：Bringing Into Use）の通知

ある衛星が実際に運用を開始することを BIU（Bringing Into Use）と呼ぶ。衛星の情報が登録さ
れるのと合わせ、その衛星の運用開始日を ITU に対して連絡しなくてはならない。衛星の場合、
衛星の打ち上げ日時が BIU 日とされることが多い。API の提出日から BIU 日までが 7 年以内でな
いと、そのファイリングは失効する。（RR 11.44 項）

5.6

新規公開された事前公表資料（API：Advance Publication Information）（衛星
計画）との調整

自身の無線局の周波数新規利用に当たり周波数調整を行い、事業開始が認められた無線局であ
っても、周波数調整は開局後も完了とはならない。運用中の自局に対して、新たに周波数帯域が
重複する衛星計画を申請する国（事業者）が現れるためである。この場合、自局の事業に対して
有害な干渉を与えられないよう、事業者は新規に申請された衛星計画に対して周波数調整を行わ
なくてはならない。
日本においては、総務省が他国の新たな衛星計画を取りまとめたものを、既存の国内事業者に
対してメーリングリストを使って展開する。事業者は展開された情報をもとに自局に対して有害
な干渉を与えられる可能性がないかを確認し、もし調整の必要があればその旨を総務省に連絡し、
総務省と相談して該当の国へ意見申し立てを行っていく。
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ファイリングの有効期間の延長

5.7

通告資料で申告したファイリングの有効期間が満了すると、ファイリングは削除される。通告
資料で記載したファイリングの有効期間を過ぎてもなお衛星が健康で運用が継続する場合や、フ
ァイリングに記載の仕様と同じ仕様の衛星をすぐに打ち上げて運用を継続する場合等には、ファ
イリングの有効期間を延長することができる。ただし、後継機を打ち上げて運用を継続する場合
には既存の衛星の運用終了後から 3 年以内に後継機の運用を開始することが条件となる。ファイ
リングの有効期間の延長を希望する場合、事業者は総務省を通してファイリングの有効期間の延
長申請を ITU-R に対して行う必要がある。また、アマチュア無線周波数を使用している場合は
IARU にも申請する必要がある。
ITU-R へのファイリングの有効期間の延長申請は、有効期間満了日の 3 年前までに申請しなく
てはならない。（WRC 決議 4）
手順 1（アマチュア無線周波数を使用している場合のみ）
JARL にファイリングを延長したい旨を知らせる。以下の情報を含むこと。
•

ファイリングネーム（衛星名）

•

NORAD の衛星 ID

•

使用開始日

•

ファイリングの延長期間

•

延長の理由

注）NORAD とは、North American Aerospace Defense Command（北アメリカ航空宇宙防衛司令部）
という組織の略称である。NORAD は軌道上の物体を地上から観測し、観測された物体には
ID をつけて記録、継続監視している。また、観測された物体の ID とその軌道情報をウェブ
サイトで公開している。
手順 2（アマチュア無線周波数を使用している場合のみ）
IARU にファイリングを延長したい旨を知らせる。以下の情報を含むこと。
•

ファイリングネーム（衛星名）

•

NORAD の衛星 ID

•

使用開始日

•

ファイリングの延長期間

•

延長の理由

手順 3
総務省国際周波数政策室にファイリングを延長したい旨を知らせる。以下の情報を含むこと。
•

ファイリングネーム（衛星名）
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•

NORAD の衛星 ID

•

使用開始日

•

ファイリングの延長期間

•

延長の理由

手順 4
総務省内において、ファイリングの延長が可能かの審査を行う。
手順 5
総務省から ITU-R へ該当のファイリングの延長を申請する。

5.8

運用休止、再開申請

ファイリングの有効期限内で衛星の運用をいったん休止し、6 カ月以上の期間をあけて運用を
再開する予定の場合は、運用休止の申請を行うことが必要である。ただし、運用を休止できる期
間は最大で 3 年である。運用休止期間が 3 年を超えると、そのファイリングは失効する。
（RR11.49 項）
運用休止、再開の申請を行いたい場合、事業者はその旨を総務省国際周波数政策室へ連絡し、
ITU-R に対して申請を行うよう依頼する。
（運用休止）
手順 1
無線局の運用者は総務省国際周波数政策室に衛星の運用を休止することを知らせる。以下の情
報を含むこと。


ファイリングネーム（衛星名）



NORAD の衛星 ID



使用開始日



運用停止の日にち



運用再開予定の日にち



運用休止の理由

手順 2
総務省内において、ファイリングの延長が可能かの審査を行う。
手順 3
総務省から ITU-R へ衛星の運用を休止するための申請をする。
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（運用再開）
手順 4
無線局の運用者は総務省国際周波数政策室に衛星の運用を再開することを知らせる。以下の情
報を含むこと。


ファイリングネーム（衛星名）



NORAD の衛星 ID



運用再開日

手順 5
総務省から ITU-R へ衛星の運用を再開するための申請をする。
この運用休止、再開の申請および前述のファイリングの延長申請は、いったん調整完了したフ
ァイリングを最大限活用するために非常に重要な手続きである。事業者は、総務省とのコンタク
トを維持し、適切なタイミングで運用休止やファイリングの延長の手続きを行うことが望ましい。

5.9

ファイリング使用終了通知

ファイリングに基づく衛星の使用が終了し、後継機計画もない場合には、無線局の運用者はそ
の旨を総務省を通じて ITU-R へ通知し、使用していた周波数を開放しなくてはならない。
手順 1
無線局の運用者は総務省国際周波数政策室にファイリングの使用が終了したことを知らせる。
以下の情報を含むこと。


ファイリングネーム（衛星名）



NORAD の衛星 ID



使用終了日

手順 2
総務省から ITU-R へファイリングの使用が終了したことを通知する。
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第6章

アマチュア無線周波数割り当てのための手続き

アマチュア局とは、電波法施行規則において、金銭上の利益のためではなく、専ら個人的な無
線技術の興味で自己訓練、通信や技術的研究の業務を行う無線局であると定められている。人工
衛星に開設するものであっても、アマチュア無線周波数を利用する場合は、このアマチュア業務
から逸脱しない業務内容でなくてはならない。このため、アマチュア無線周波数を利用する場合
は衛星で実施する実験の内容等に十分考慮すること。また、以下の点についても留意すること。


秘密通信（暗号化通信）を行うことができない。ただし、コマンドアップリンク
は除く。

6.1



政治的メッセージ、宗教に関するメッセージを送信してはならない。



営利目的の衛星では使用することができない。

関連組織

ア マ チュ ア 無線 周 波数の 使 用を 希 望す る 事業者 は 、国 際 アマ チ ュア無 線 連合 （ IARU ：
International Amateur Radio Union）の周波数調整と割り当てを得る必要がある。
参考：https://www.iaru.org/on-the-air/satellites/
IARU は各国に IARU メンバー団体を有しており、日本では日本アマチュア無線連盟（JARL：
Japan AmateurRadio League）がそのメンバー団体に該当する。また、アマチュア無線衛星に関連
した団体として、IARU、JARL とは別に日本アマチュア衛星通信協会（JAMSAT：Japan AMSAT
Association）という団体がある。日本の事業者がアマチュア無線周波数の割当て申請を行う際に
は、IARU、JARL、JAMSAT の 3 つの団体が申請内容の審査を行う。

図 6-1 アマチュア無線周波数の割当て申請に関連する団体

65

手続き

6.2

国際電気通信連合（ITU：International Telecommunication Union）への事前公表資料（API：
Advance Publication Information）提出に先立って、事業者は、各国のアマチュア無線団体（日本
の場合、JARL）にアマチュア無線周波数の割当てを申請し、割当て申請書類、アマチュア業務
およびアマチュア衛星業務に対する干渉について支障のない旨の確認を受ける。国内関連団体に
よる審査および IARU による周波数割当て後、ITU における国際調整に移る。ITU における国際
調整はアマチュア無線周波数以外の周波数に関する調整と同様に行われる。
ここでは IARU による周波数割当て手続きについて述べる。
IARU での周波数割当て手続きの流れ

6.2.1

手続き 1
アマチュア無線周波数の申請書類を事業者から JARL に提出する。
 提出先：
 〒170-8073


東京都豊島区南大塚 3 丁目 43 番 1 号



大塚 HT ビル 6 階



一般社団法人 日本アマチュア無線連盟



電話 03-3988-8741



e-mail lab@jarl.org

申請書には、
・

衛星名称

・

打ち上げ予定日

・

人工衛星局申請者の氏名・コールサイン

・

アマチュア局衛星の運用が可能な資格保持者であること

・

運用する組織名

・

ミッションの概要

・

衛星の運用期間

・

衛星搭載送信機およびビームの諸元

・

送信周波数、占有帯域幅、電力（空中線入力電力）、変調形式、アンテナ利得、アンテ
ナパターン

・

衛星搭載受信機およびビームの諸元

・

受信周波数、占有帯域幅、雑音温度、変調形式、アンテナ利得、アンテナパターン

・

衛星の概要

・

衛星搭載機器の機能概要

・

発生電力・消費電力等の内訳

・

搭載送信機の機能停止方法

66

・

地上管制局の名称・位置

・

衛星軌道

・

衛星情報を公開する公式 Web ページのアドレス

などを記載する。この段階では、申請書の内容は日本語でも良い。
申請にあたっては、申請書に加えて、
・ 回線設計書
・ 宇宙通信概念図
も提出する。なお、電力、周波数、利得等の数値については、以下のように調整すること。
IARU の承認値 ≧ API の数値 ≧ 免許申請値
免許申請値の｢電力｣は｢空中線電力｣または｢送信機電力｣と定義される一方、IARU 申請や
API 申請で記載する｢電力｣は｢空中線入力電力｣を意味しており、免許申請値と異なって”給電
線損失を含む”点に注意すること。
9.4 章に IARU に提出する申請書の例を示す。
また、回線設計の例を 8 章 8.2.4 項に、宇宙通信概念図の例を 8.4.3 項に示す。
手続き 2
JARL が申請書類を受理した後、IARU（日本人調整メンバー）、JAMSAT の三者でアマチュア
無線業務から逸脱していないか等、申請内容を確認しコメントを事業者に返す。
手続き 3
コメントをもとに、事業者が資料を必要に応じて修正する。再確認が必要な場合は、申請書等
を再度 JARL に提出する。
手続き 4
確認が完了した申請書を事業者から IARU（本部）に提出する。この段階では、申請書は全て
英語で記述する。IARU への提出は、郵送の必要はなく、申請者のサインを記載したものを電子
ファイル化してメールで送付することで行う。
メールの送付先：IARU Satellite Advisor
宛先：satcoord@iaru.org（hans@intekom.co.za を CC に入れる）
手続き 5
IARU（本部）で審査が行われ、審査を通過したときにはアマチュア無線周波数の割当てが行
われる。審査結果は、IARU（本部）から事業者に直接通知される。IARU による審査結果の通知
書の例を示す。この書類に割当て周波数が記載されており、これ以降で行う IAU への申請手続き
において、この資料が添付資料の一つとなる。
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6.2.2

申請書類

アマチュア無線周波数の申請書類は以下のサイトから取得することができる。
https://www.iaru.org/reference/satellites/
このサイトで、Materials

→

iaru_amateur_satellite_coordination_request_v40 [doc]をクリックする

と、Word 形式の申請書がダウンロードされる。

IARU への申請書の記入例を第 9 章 資料集 9.4 に示す。
6.2.3

サービスエリアについて

アマチュア局衛星の場合、サービスエリアは全世界とする。
6.2.4

衛星の Web ページについて

アマチュア局衛星の場合、コマンドアップリンクに関する情報を除いて一般公開する必要があ
る。公式 Web ページを開設し、衛星の諸元、通信周波数、変調形式、データーフォーマット等
を公開する。Web ページのアドレスを、申請書に記載する。
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第7章

地球局調整

衛星と通信する地球局は、それ自身が他の無線業務へ有害な干渉を及ぼす可能性があるため、
地球局独自に国際調整を行わなければならない場合がある

(無 線 通 信 規 則 （ RR ： Radio

Regulations）9.15 項, 9.17 項)。地球局独自の国際調整を行う必要がある場合、衛星の事前公表資
料（API：Advance Publication Information）とは別に、地球局独自のファイリングを作成しなくて
はならない。つまり、衛星の API にも地球局の情報は含まれているが、この衛星の API と地球局
独自のファイリングは別の資料であることに注意すること。
地球局の国際調整（以下「地球局調整」という。）が、衛星の国際調整とは別途必要となる条
件は
•

周波数が 100 MHz 以上の周波数帯で、かつ同じ周波数帯に地上業務が分配されている
場合

•

外国の領土に地球局の調整区域がかかる場合

•

地球から宇宙への送信と宇宙から地球への送信の両方に使える周波数として割り当て
られている周波数を使う場合

である。

図 7-1 地球局調整が必要となる場合の概念図

地球局調整が必要かどうかは、先ず国際電気通信連合（ITU：International Telecommunication
Union）が配布しているソフトウェアでコンター図（contour）と呼ばれる図を見て判断する。コ
ンター図は、ある地上の無線局が電波的な影響を及ぼす可能性のある範囲、つまりその無線局の
調整区域を図示するものであり、外国の領土に地球局の調整区域がかかるかどうかを、このコン
ター図から知ることができる。ただし、地球局調整を行う必要があるかどうかは、最終的には総
務省が判断する。よって、事業者は明らかに調整が必要でない場合（※）以外は、基本的には必
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ず地球局のコンター図（contour）を作成して総務省へ提出し、地球局調整の必要性について相
談すること。
（※）電波を発射しない受信のみの地球局で、かつ他の無線業務からの混信を許容する場合、など。

7.1

地球局調整の基本的な流れ
外国の領土に地球局の調整区域がかかる場合には当該地球局に関する資料を作成し、総務省

1)

に提出する。提出する資料は
（ア）地球局情報資料：ITU が配布しているソフトウェアを使って作成する地球局のファイ
リング。
無線局の位置や特性情報が含まれる。
（イ）コンター図（contour）：地球局の調整範囲が地図上に図示されたもの。
上記（ア）の地球局情報資料から ITU のソフトウェアを使って作
成される。
（ウ）補足資料：上記（ア）の地球局情報資料に記載した地球局の特性の根拠情報などを必
要に応じて記載する。
2)

総務省から地球局調整の対象国あてに地球局調整資料を送付する。

3)

対象国は有害な干渉の恐れの有無を検討し、4 カ月以内に総務省にその結果を通知する。

4)

各国の意見を基に調整（主として書簡送付等による）を行い、地球局の運用開始前に ITU に
通知する。
以下、地球局の調整区域を算出するための ITU ソフトウェアの使用法について解説する。

7.2

コンター図（contour）作成ソフトウェア

地球局情報資料とコンター図（contour）の作成に必要となるソフトウェアは以下 a 及び b の 2
つである。また、地球局情報資料を閲覧しやすいドキュメント形式で出力するために c の
SpacePub も用いる。SpacePub は衛星の API の出力に用いるソフトウェアと同じである。
各ウェブサイトの記載に従ってソフトウェアをダウンロード、インストールする。これらのソ
フトウェアは不定期にバージョンアップされるため、資料を作成する場合にはそのソフトウェア
が最新のバージョンのものであるよう確認して使うこと。
a.

Ap7Capture – Capture system for AP7 Input parameters

https://www.itu.int/en/ITU-R/software/Pages/ap7capture.aspx
コンター図（contour）の作成の入力情報となる、地球局情報資料を作成するために用いる。
b.

GIBC – Graphical Interference Management

https://www.itu.int/en/ITU-R/software/Pages/gibc.aspx
コンター図（contour）を出力するために用いる。
c.

SpacePub – Space Publication System
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https://www.itu.int/en/ITU-R/software/Pages/spacepub.aspx
地球局情報資料を閲覧しやすいドキュメントの形式で印刷したりファイル出力したりするのに
用いる。
d.

GIMS – Graphical Interface Management System

https://www.itu.int/en/ITU-R/software/Pages/gims.aspx
上記の GIBC や SpacePub ソフトウェアを使用するための前提となるソフトウェアである。
GIMS そのものの使い方をマスターする必要はないが、GIMS が未インストールであったり適切
に初期設定されていない場合、他のソフトウェアの処理の途中でエラーが発生する。GIMS のイ
ンストールと初期設定に関する注意事項は第 9 章 9.3 項を参照のこと。
なおアマチュア衛星に分配されている周波数帯等、周波数帯域によっては地球局調整が不要の
場合がある。また GIBC の仕様上、地球局調整コンター図が作成できないケースがある。必要に
応じ総務省と相談すること。

7.3

コンター図（contour）の作成のための入力情報作成

コンター図（contour）作成のために、先ず AP7Capture のソフトウェアで地球局の情報を入力
して mdb ファイル形式で保存しておく必要がある。その後、作成した mdb ファイルを GIBC ソフ
トウェアで処理してコンター図を出力する。
AP7Capture ソフトウェアの画面で入力が指示される主なパラメータを表 7-1 に示す。
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表 7-1 AP7Capture 入力パラメータ一覧
項目
Specific/Typical
Earth Station Name

説明
地球局の位置が固定されて
いるかそうでないか
地球局の名称

番号

事前公表資料の対応する項目

a

C10b2:Type

b

C10b1: Assoc. earth staion id.

Longitude (Long :)

地球局の緯度

c

C10c1: Geographical coord.

Latitude (Lat :)

地球局の経度

d

C10c1: Geographical coord.

Administration (Adm :)

主管庁

e

A1f1: Notif. Adm.

Country (Ctry :)

国

f

C10c2: Ctry

Satellite Name

衛星の名称

g

A1a: Sat. Network

Satellite Beam Name

衛星のビームの名称

h

B1a: Beam designation

備考
地球局の位置情報が確定していれば
Specific、確定していなければ Typical

必ずしも衛星の事前公表資料（ API：
Advance Publication Information）に記載
されている名称とそろえる必要はない
E/R

送信ビームか、受信ビームか

i

B2: Emi-Rcp

Gain

アンテナゲイン

j

C10d3: Max. iso. gain

Class of Station (Cls of Stn)
Minimum frequency in MHz
(Min freq in MHz)
Maximum frequency in MHz
(Max freq in MHz)
Maximum Power density
(Pwr ds max)

地球局の局種

k

C10d1: Cls.

最小周波数

l

C1a: Lower limit

最大周波数

m

C1b: Upper limit

最大電力密度

n

C8a2/C8b2: Max. pwr. dens.

Noise Temperature
（Noise Temp）

ノイズ温度

o

Antenna pattern

アンテナパターン

p

C10d5a: Co-polar antenna pattern

q

-

r

-

Horizon Elevation
Min Antenna Elevation

アンテナから見た地平線
（スカイライン）
アンテナを使用する最低の
仰角

送信ビームの場合 C5a: Noise temperature
受信ビームの場合 C10d6: Noise temp.
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地球局から見て、送信するビームであ
れば E、受信するビームであれば R

AP7Capture ソフトウェアで地球局の情報を入力する手順を以下に示す。
1) AP7Capture を起動する

（起動時の画面）
2) 地球局情報のデータベースファイルを作成する
•

New AP7 Input のボタンを押す
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•

ファイルの保存場所とファイル名を入力して、Open ボタンを押す。

3) 地球局のパラメータ表示、編集画面が現れる
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地球局タイプ、名前、位置情報を入力する。
•

a) Specific / Typical: 地球局の位置情報が確定していれば Specific、確定していなければ
Typical を選択する。

•

b) Earth Station Name: 任意の名前を入力する。

•

c) Long: 地球局の緯度を入力する。

•

d) Lat: 地球局の緯度を入力する。

•

（Earth Station Name に関する補足）すでに登録された地球局を使用する場合、プルダウ
ンメニューから選択することができる。
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4) 主管庁、国を選択する。
•

e) Adm: 日本の場合、J を入力する。

•

f) Ctry: 日本の場合、J を入力する。

5) 衛星名を入力する。
•

g) Satellite Name: 衛星名を入力する。すでに ITU に衛星が登録されている場合は一覧か
ら選ぶ。
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•

Long: nom: 静止衛星でない場合は記入しなくて良い。

6) ビームの特性値を入力する。
•

h) Satellite Beam Name：ビームの名前

•

i) E/R：地球局が電波を送信する場合 E、電波を受信する場合 R。衛星の事前公表資料
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（API：Advance Publication Information）作成時とは異なる記載となることに注意するこ
と。
•

j) Gain：アンテナゲイン

•

k) Cls of Stn：地球局の局種
記号

地球局の局種

TA

アマチュア衛星業務の地球局

TD

宇宙遠隔指令（コマンド）の地球局

TH

宇宙研究業務の地球局

TK

宇宙追尾（トラッキング）の地球局

TR

宇宙遠隔測定（テレメトリ）の地球局

TT

宇宙運用業務の地球局

TW

地球観測業務の地球局

•

l) Min freq in MHz：周波数範囲内の最小周波数

•

m) Max freq in MHz：周波数範囲内の最大周波数

•

n) Power ds Max：最大電力密度(送信の場合必須)

•

o) Noise Temp：受信システム雑音温度（受信の場合必須）

7) アンテナパターンの入力
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•

p) Antenna pattern のセルをクリックすると、Antenna pattern の例の一覧が現れる。最も近
いものを選ぶ。

•

アンテナパターンを選択すると、Coefa, coefb, coefd, phi 1, pattern_id は自動的に入力され
る。
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8) q) 地平線の情報（スカイライン）を入力する。
•

地球局から見た地平線の高さを設定する。方位角に対して仰角何度が地面もしくは遮蔽
物と空の境目かという情報を入力する。

•

Row No は自動で設定される。

•

地平線の情報と、アンテナを使用する最低の仰角 r）A7e. Min Antenna Elevation の両方を
入力することが望ましい。

9) ファイルを保存する。
•

Save ボタンを押してファイルを保存する。
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•

初期画面に戻る。
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コンター図（contour）を作成する

7.4

1) GIBC を起動する
•

Tools/Options タブを開く

•

Additional GIMS Databases の部分には自動的に GIMS の RefDB の設定が表示されるので、
変更する必要はない。

•

Browse ボタンを押して、前章で作成した入力ファイルを選択する。



GIMS の Ref dB の設定

2) AP7Capture で作成した地球局情報資料を AP7 のウィンドウに移動して解析する
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•

Network ID: 地球局情報資料で作成した ntc_id を入力し、Calculate ボタンを押す。

3) 解析結果からコンター図（contour）を作成する


解析が終了すると、ログが表示される。

注意）


入力ファイルにエラーがあると、解析が正常に終了しない。解析終了時にログを確認し、
解析が正常終了したかどうか確認すること。Error もしくは Warning が出ていても解析自
体は正常に終了している場合もあるので、ログの表示内容をよく確認すること。
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解析終了後、Report ボタンを押してファイルを出力する。

注意）


解析が正常終了したうえで、Report ボタンを押しても、コンター図（contour）が出力さ
れない場合がある。地球局調整が不要な周波数帯であればコンター図は出力されない。
ただし地球局調整が必要な周波数帯であっても、何らかの理由によりコンター図が出力
されない場合がある。その時は、解析に使った地球局情報資料と補足資料を総務省に送
って相談すること。

出力フォルダ



コンター図（contour）は.rtf というファイルで出力される
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出力されたファイルには以下のような調整区域の図とともに、調整が必要な国名が記される
（次ページの図を参照）。基本的には、調整が必要な国の名前が表示された場合は地球局調整を
行う必要がある。調整が必要な国が表示されなければ、地球局調整を衛星局の調整と別途行う必
要はない。
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7.5

地球局情報資料のドキュメント形式での出力

以下の手順は、地球局情報資料を閲覧しやすいようドキュメント形式で出力するためのもので
ある。
1) SpacePub を立ち上げる
SpacePub のソフトウェアを立ち上げ、中央上部のメニューから CR/NOTIF を選ぶ。

2) 地球局情報資料を選択する
左上のメニューから File、Open Microsoft Database を選択し、続けて表示されるウィンドウ内で
ドキュメント形式により出力したい地球局情報資料を選択する。
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地球局情報資料が選択されると、表示する地球局の情報がカスケードメニューから選択できる
ようになる。表示したい地球局を選択する。

3) ファイルを出力する
Create Doc.のボタンを押して、ドキュメント形式のファイル（拡張子は.rtf）を出力する。
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出力ファイルサンプル

89

第8章

無線局免許申請の概要

他国を相手に周波数調整を行うのとは独立して、国内の既設の無線局（衛星通信だけでなく、
全ての無線通信業務）に対して混信を与えないか（または受けないか）を検討する必要がある。
この混信検討の手続きは、基本的には総務省基幹・衛星移動通信課が行うが、必要に応じて、申
請者自身が既設の無線局免許人と混信検討及び運用調整を行うこともある。なお、アマチュア衛
星に関しては移動通信課が混信検討を行う。
実際に無線局を運用するためには、既設無線局との混信検討および運用調整が完了した後、無
線局免許申請を行う。無線局免許の申請は、人工衛星局、人工衛星局相当の実験試験局および人
工衛星局相当アマチュア局の場合は申請者が属する地域を管轄する各総合通信局または沖縄総合
通信事務所に対して、地球局、地球局相当の実験試験局および地球局相当アマチュア局の場合は
無線設備の設置場所を管轄する各総合通信局等に対して行うが、免許の審査は申請者が属する地
域の各総合通信局等と総務本省で行われる。
本章では、無線局免許申請について解説する。
なお変更申請については 8.6 項、再免許申請については 8.7 項を参照のこと。

8.1

無線局免許の手順

無線局免許申請では、「各総合通信局等」「登録点検事業者」の間で手続きが生じる。また、
混信検討の手続き等を行うにあたり、「総務省基幹・衛星移動通信課または移動通信課」との間
でもやり取りが生じる。
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図 8-1 国内案件手続きの流れ

申請者の地域ごとに担当する総合通信局等が以下のとおり異なる。
北海道総合通信局（北海道）

近畿総合通信局（滋賀県・京都府・大阪府・

東北総合通信局（青森県、岩手県、宮城県、

兵庫県・奈良県・和歌山県）

秋田県、山形県、福島県）

中国総合通信局（鳥取県、島根県、岡山県、

関東総合通信局（茨城県・栃木県・群馬県・

広島県、山口県）

埼玉県・千葉県・東京都・

四国総合通信局（徳島県・香川県・愛媛県・

神奈川県・山梨県）

高知県）
九州総合通信局（福岡県・佐賀県・長崎県・

信越総合通信局（長野県、新潟県）

熊本県・大分県・宮崎県・

北陸総合通信局（富山県、石川県、福井県）

鹿児島県）

東海総合通信局（岐阜県、静岡県、愛知県、

沖縄総合通信事務所（沖縄県）

三重県）

各種申請書の相談・提出は、
•

地球局（実験試験局を含む。）および地球局相当アマチュア局は、設置場所ま
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たは常置場所を管轄する各総合通信局等
•

人工衛星局（実験試験局を含む。）および人工衛星局相当アマチュア局は、申
請者の住所を管轄する各総合通信局等

が受け付けることになる。

各手続きの大まかな流れは下記のとおりである。
①申請内容の相談
（申請者

各総合通信局等の相談窓口へ連絡・相談を行う。

→ 総務省相談窓口）

相談時に最低限必要な書類として、実験計画書、申請
相談内容を用意する。申請相談内容の様式は、電波利
用ホームページに掲載している様式１（申請相談表）
及び様式２（無線局の各種諸元表）を参照。
事前に問題点の確認ができるので、電子メール等で資
料を送信することを推奨する。
また、相談の内容に応じて、総務省基幹・衛星移動通
信課又は移動通信課とのやり取りが生じる。

②無線局免許の申請
（申請者

混信検討及び運用調整の終了後、総務省との相談によ

→ 各総合通信局等）

り更新した下記の書類一式を地域担当の各総合通信局
等に提出する。
・無線局免許申請書
・無線局事項書
・工事設計書
・補足資料一式

③予備免許通知書の交付（※）
（各総合通信局等

→

申請者）

予備免許通知書には下記の内容が明記されている。
・免許人の名称、住所
・無線局の種別、目的
・通信の相手方
・無線設備の設置場所（軌道要素）
・電波の型式、周波数、空中線電力
予備免許通知書の交付にあわせて「試験電波発射届」
を提出する場合もある。

④点検

予備免許通知書の内容に基づき、登録点検事業者によ
る点検作業を実施する。打ち上げ前に 1 回（通信機の
測定）、打ち上げ後に 1 回（総合試験）、実施する。

④－１検査の依頼・検査

登録検査等事業者に点検作業を依頼する。

（申請者

登録検査事業者の選定作業・検査時期の相談は予備免

→

登録検査等事業者）

許以前から進めておくことを推奨する。
打ち上げ前の検査（無線局の電波の質が予備免許の内
容と正しいか）を行なう。
④－２点検結果通知書の発行

検査内容に問題が無い場合、登録検査等事業者から

（登録検査等事業者

「点検結果通知書」が発行される。

→

申請者）

（打ち上げ前検査のため、「総合検査」は未実施の内
容となる。）
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④－３検査結果書類の提出

下記の書類を提出する。

（申請者

・無線局工事落成届

→

各総合通信局等）

・無線設備等の点検実施報告書
・点検結果通知書
※落成日は打ち上げ前の最初の点検日となるが、総合
試験まで完了しなければ、落成の報告は成立しない
※工事落成の報告が、工事落成の期限（通常は、予備
免許通知書の交付日から 6 ヶ月）を超える場合は、工
事落成期限の延長を申請しなければならない。
引渡し・打ち上げ
④－４検査の依頼

打ち上げ後の検査（開設した無線局が所定の通信の相

④－５検査

手方と正常に通信を行えるか）を行なう。

④－６検査結果書類の提出
（申請者

→

「点検結果通知書」を提出する。

各総合通信局）

⑥免許状の交付

「無線局検査結果通知書」が添付される。

（各総合通信局等

→

申請者）

免許状の内容は予備免許通知書の内容に準じるが、以
下の内容が追加となる。
・免許の番号
・免許の年月日
・免許の有効期間（最長 5 年）
※有効期間を超えて運用を継続したい場合は、無線局
の再免許を申請することができる
※衛星の運用を終了するとき、または衛星が落下して
消滅した場合には、「無線局廃止届」を提出する。

その他の届出書類

その他の届出書類として下記がある。

（申請者

・試験電波発射届

→

各総合通信局等）

・無線従事者選（解）任届
それぞれの衛星の開発・運用状況により、提出タイミ
ングが異なるため、総合通信局に確認すること。

※予備免許について
予備免許は、免許に至る手続の一段階にすぎず、まだ免許をうけたものではなく、検査の準備
のための試験電波の発射を行う場合を除き、電波を発射し運用することは禁じられている。

免許申請を行う無線局の種別（局種）には下記のものがある。異なる局種が混在する場合には
複数の申請に分ける必要がある場合もあるので注意すること。
1． 人工衛星局
人工衛星の無線局（実用局）。
 少なくとも人工衛星の個体ごとに申請が必要である。
 同じ特性を有する複数機の衛星（群衛星）であっても、1 機ごとに申請書一式を用意する。
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 同じ特性を有する後継機であっても、改めて申請が必要である。このとき、ITU に申請し
た機数が 1 の場合は、古い衛星の廃止または休止の申請を要する。
 電気通信業務以外の目的で開設する場合、免許されている間は電波法第五条の欠格事由
に該当しないよう留意すること。

2． 地球局
 宇宙局と通信を行ない、または受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信（宇宙
局とのものを除く。）を行なうため、地表または地球の大気圏の主要部分に開設する無
線局（実用局）。
 電気通信業務以外の目的で開設する場合、免許されている間は電波法第五条の欠格事由
に該当しないよう留意すること。

3． アマチユア局
 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自己訓練、通信およ
び技術的研究の業務を行う無線局。アマチュア局のうち、人工衛星に開設するものにつ
いては通称「人工衛星局相当アマチュア局」と言い、人工衛星に開設するアマチュア局
の無線設備を遠隔操作するものについては通称「地球局相当アマチュア局」という。

4． 実験試験局
 科学もしくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験または電波の
利用の需要に関する調査を行うために開設する無線局であって、実用に供しないもの
（放送をするものを除く。）
 実験試験局のうち人工衛星に開設するものについては通称「人工衛星局相当実験試験局」
と言い、人工衛星に開設する実験試験局の無線設備を遠隔操作するものについては通称
「地球局相当実験試験局」という。
 実験試験局は、電波法第五条第一項に規定する欠格事由の適用外だが、すでに免許され
ている実験試験局を実用局（ただし電気通信業務を行うことを目的として開設する場合
を除く。）として運用するために変更申請を行う際は、同項の規定が適用されるため注
意すること。
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8.2

無線局免許申請書および関連書類一式【実験試験局の場合】

無線局免許申請書および関連書類一式は以下のとおりである。


無線局免許申請書



無線局事項書



工事設計書



補足資料一式

最初の 3 点は、総務省電波利用ホームページにて様式・記載例をダウンロードできる。
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm）
[HOME> ダウンロード> 無線局免許手続き様式]
人工衛星局相当の場合
無線局免許申請書

1

無線局の免許（再免許）申請書

無線局事項書

10

および工事設計書

局、人工衛星局及び宇宙局

衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験

別表第一号
別表第二号第 5
無線局事項書
別表第二号の二第 8
工事設計書

地球局の場合は、下記のフォーマットを参照する。
地球局相当の場合
無線局免許申請書

1

無線局の免許（再免許）申請書

別表第一号

無線局事項書

5

海岸地球局、航空地球局、携帯基地地

別表第二号第 2

および工事設計書

球局、携帯移動地球局及び地球局

無線局事項書
別表第二号の二第 5
工事設計書
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8.2.1

無線局免許申請書

書類一式の表紙の文書となる（2 枚）。大学の場合、「申請者」の「代表者氏名」は「学長あ
るいは総長」、押印は「学長印あるいは総長印」となる。各項目の説明は総務省電波利用ホーム
ページの記載要領を参照すること。全ての項目を埋める必要はない。
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm）
提出書類例
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8.2.2

無線局事項書

3 枚組で、1 枚目は[1]～[16]項、2 枚目は[17]～[31]項、3 枚目は[32]～[38]項となる。各項目の
説明は総務省電波利用ホームページの記載要領を参照すること。全ての項目を埋める必要はない。
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm）
提出書類例
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8.2.3

工事設計書

工事設計書は送信機ごとに記述する。各項目の説明は総務省電波利用ホームページの記載要領
を参照すること。全ての項目を埋める必要はない。
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm）
提出書類例
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102

103

3 ページ目

[22]項

4 ページ目

[24]項

5 ページ目

[26]項
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補足資料一式

8.2.4

補足資料は事案ごとに異なるが、一例として、資料一式に含まれる文書は下記のとおりである。
①

実験計画書（実験の目的・内容・スケジュール）
人工衛星との宇宙無線通信を利用し、無線局の開設が、電波を利用した科学または技術の

発達のための実験、試験または調査の達成を目的としていること、また免許の有効期間の妥
当性を審査する。
②

回線設計書
無線局の通信が成立し、かつ無線局の目的を達成するのに必要最小限の電力であることを

審査する。エクセル様式により提出する。
③

国際調整値との比較表（申請する無線局諸元が国際調整の値内に収まっていることを示す
比較表）

④

占有周波数帯域幅の算定根拠
伝送の質および通信速度により情報の伝送を確保するために必要最小限の値であり、設備

規則第６条等の許容値の範囲内であることを審査する。
⑤

地球局の送受信コンター図（contour）
地球局調整の必要性の有無等の判断の参考とする。

⑥ 国際調整の状況について
注：国際調整が未完のままの状態で国内免許を申請する場合には、当該衛星を運用しても実質的に調整相手国
にとっても問題がないことを証明できる根拠資料を添付すること。

⑦

宇宙通信概念図

開設する無線局の局種、通信の相手方、回線の使用目的及び通信の全体像を確認する。
⑧

送信空中線指向図（地球局の場合）
希望する周波数、通信方式、回線計算等からみて適正なものであることを審査する。

⑨

搭載送受信アンテナ 仕様

⑩

無線設備系統図
装置の構成や工事設計書全体の内容を確認する。

⑪

電源系統図

⑫

異免許人間（異名義人間）通信の必要性について★

⑬

共同研究に関する覚書または相手方の承諾を得たことが分かる契約書★

⑭

ITU に申請した国際調整事前公表資料（API：Advance Publication Information）フォーム

★

… 異免許人間（異名義人間）で通信する場合

①実験計画書について注意事項
・実験内容を簡潔に記載する。
・実験スケジュールを明記する。
（免許の有効期限、国内調整に関わるので、良く確認すること。）
・文章の体裁を統一し、見やすい内容を作成する。
（初めて作成する場合、学会の論文などのフォーマット利用を推奨します。）
・実験計画書とその他の資料で齟齬が無いようにすること。
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①実験計画書の例
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②回線設計書の例

No. 項目

I.
UHF-Up

単位

Sendai

地上局
アンテナ直径

m

送信周波数
送信電力
送信電力
占有帯域幅
最大電力密度
送信フィーダ損失
送信アンテナ利得
EIRP
送受信偏波損失
軌道高度
仰角
最大通信距離
伝播損失
降雨損失
ポインティング損失
受信アンテナ利得
受信フィーダ損失

(15) 受信信号電力
(15b) 参照帯域幅
地表面電力束密度
(15c)
(PFD) EL=90°
(15d)
(16)
(17)
(17b)
(19)
(20)
(21)

地表面電力束密度
(PFD) EL=0°
受信雑音電力密度
C/No
C/N
変調損失
その他損失
雑音帯域幅

(22) 所要S/No(Eb/No)
(23) 所要S/No
(24) 所要C/No
(25) 回線マージン

Sendai

Yagi

ビットレート(BR)
(1)
(2)
(2')
(2b)
(2c)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

II.
S-Down

備考

2.4

1200 bps FSK
MHz
dBm
dBW
kHz
dBW/Hz
dB
dBi
dBm
dB
km
deg
km
dB
dB
dB
dBi
dB

401.25
47.0
17.0
15.0
-25
-3.0
10.0
54.0
0.0
628.0
5.0
2400.0
-152.1
0.0
-0.2
0.0
-1.0

dBm

-99.3

Hz

Sendai
2.4

備考

Fukui
10.0

19200 sps 76800 sps 200000 sps BPSK

50W

=(2')-10log((2b))地上局側
=(2)+(3)+(4)

衛星側
=(5)+(6)+
(10)+…+(14)

2285
20.0
-10.0
400.0
-66
-1.0
0.0
19.0
0.0
628.0
5.0
2400.0
-167.2
0.0
-0.2
32.2
-1.0

2285
20.0
-10.0
400.0
-66
-1.0
0.0
19.0
0.0
628.0
5.0
2400.0
-167.2
0.0
-0.2
32.2
-1.0

2285
20.0
-10.0
400.0
-66
-1.0
0.0
19.0
0.0
628.0
5.0
2400.0
-167.2
0.0
-0.2
44.6
-1.0

-117.2

-117.2

-104.8

100mW

=(2')-10log((2b))衛星側
=(2)+(3)+(4)

地上局側
=(5)+(6)+
(10)+…+(14)

N/A

4000.0

4000.0

4000.0

2

N/A

-157.0

-157.0

-157.0 ※1

dBW/m2

N/A

-168.6

-168.6

-168.6 ※2

-174.6
57.4
1.4
0
1.5
42.8

-174.6
57.4
1.4
0
1.5
48.9

-174.6
69.8
13.8
0
1.5
53.0

実測値
=(15)-(16)
=(17)-10log((2b))-3

10.8

=(17)-(24)

dBW/m

dBm/Hz
dBHz
dB
dB
dB
dBHz

-169.9
70.6 =(15)-(16)
28.9 =(17)-10log((2b))-3
0.4
5.0
30.8 10log(BR)

dB

13.3 FSK, BER=1e-5

4.5

4.5

dB
dBHz

44.1 =(21)+(22)
49.5 =(19)+(20)+(23)

47.3
48.8

53.3
54.8

8.6

2.6

dB

21.1

=(17)-(24)

※1 … (2c)+(4)-10log(4π*((7)*1000)2)+10log((15b))
※2 … (2c)+(4)-10log(4π*((9)*1000)2)+10log((15b))
PFD許容値 S帯 -154dBW/m2 (EL=5deg), -144dBW/m2 (EL=90deg)
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10log(BR)
BPSK Viterbi,
4.5
BER=1e-5
57.5 =(21)+(22)
59.0 =(19)+(20)+(23)

③国際調整値との比較表の例：電波利用ホームページの掲載の様式３（国際調整値との比較表）
を参照
④占有周波数帯域幅の算定根拠の例
略
⑤地球局の送受信コンター図（contour）の例
第７.４節を参照
⑥国際調整状況の例

⑦宇宙通信概念図の例
RISING-2実験試験局
(人工衛星)

受信のみを目的とする無線設備
（福井工業大学、和歌山大学、
スウェーデン、インドネシア、
ドイツ、米国)

CHITECH実験試験局
(千葉工業大学キャンパス内)

＊

CRESST実験試験局
(東北大学キャンパス内)

遠隔コマンド送信
(インターネット経由)
＊：当該無線局
宇宙通信概念図(RISING-2)
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⑧送信空中線指向図の例
RISING-2

2285MHz

earth

送信空中線指向図(1: S)

⑨搭載送受信アンテナ 仕様

例

製作会社、型番、サイズ、個数
⑩無線設備系統図 例
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⑪電源系統図 例
太陽
電池
47.6 W
(18.6V,
2.5A)

10.8V
(平均)

昇圧
スイッチ

1.15W
1.96W

バッテリ
10.8V
3.7AH
GND

電力制御ユニット
電圧変換
(to 5V)

データ制御ユニット

0.12W 電圧変換
(to 5V)
1.86W

4.75W～13.3W

UHF帯受信機
ON/OFF
S帯送信機
ON/OFF
理学観測機器

5.83W～

RISING-2電源系系統図
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ON/OFF
姿勢制御機器

⑫異免許人間通信の必要性について 例

[参考]無線局免許審査基準
別添7(第3条関係)
自営通信の分野において異免許人間通信又は異名義人間の有・無線接続通信を行う場合の基準異免
許人間通信又は異名義人間の有・無線接続通信を認める基準は、次のとおりとする。
1 異免許人間通信を行おうとする場合。
(1) 異免許人間通信を行おうとする通信が、当該無線局を開設する目的に係る事業又は業務の
範囲内のものであること。
(2) 異免許人間通信を行う必要性が通信当事者間で交換された書類等により確認されるもので
あること。
(3) 異免許人間通信を行うことによって、他人の通信を媒介することになるものでないこと
(非常・災害に関する通信を行う場合を除く。)。
2 異名義人間の有・無線接続通信を行おうとする場合
(1) 異名義人間の有・無線接続により行おうとする通信が、当該無線局を開設する目的及び接
続する有線電気通信設備の通信事項に係る事業又は業務の範囲内のものであること。
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(2) 当該有線電気通信設備が、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条第1項及び第2項の規
定に基づく届出を要するものにあっては、既に届出が行われているものであること。
(3) 異名義人間の有・無線接続通信を行うことについて、1(2)及び(3)の要件を満たすものであ
ること。
(4) 有線電気通信設備と接続する無線設備は、多重無線設備を主体に構成される通信系の固定
局(受信設備を含む。)のものであって、かつ、当該通信が免許人のみの通信に支障を与えないも
のであること。
3 （略）

⑬共同研究に関する覚書 例

2. ▲▲▲ を利用した RISING-2 との通信について，甲は乙に下記の権限を与える．
・・・
3. 共同観測実験の目標について
3-1) 衛星追跡技術の向上 …
3-2) 衛星データ解析技術の向上 …
3-3) 衛星観測局の遠隔操作技術の向上 …
3-4) 衛星電波解析による軌道決定技術の向上 …
4. ▲▲▲ の利用に関して
・・・

⑭ITU に申請した国際調整事前公表資料（API：Advance Publication Information）フォーム 例

・・・
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予備免許通知後の点検作業【実験試験局の場合】

8.3

予備免許通知書の交付後は、下記の手続きを実施する。⑤は落成検査（電波法第１０条）に該
当する。点検者は、所轄する各総合通信局等の担当者、または申請者が依頼する登録点検事業者
のいずれかである。
④「無線従事者選（解）任届」の提出

（申請者

→

各総合通信局等）

⑤

（申請者

→

点検者）

⑥ 工事落成の報告

（申請者

→

各総合通信局等）

⑦

（各総合通信局等

→

申請者）

8.3.1

点検の依頼（打上前・打上後）
免許状の交付
「無線従事者選（解）任届」の提出

予備免許交付後に、「無線従事者選（解）任届」を提出する。無線設備の点検を実施する前に、
この届を提出しなければならない。
[注]

無線従事者が定義されていないと、無線設備の点検は実施できない。

出力 50W 以下（パワーアンプ出力端）の送信設備を用いて衛星と通信をする場合、「第 2 級
陸上特殊無線技士」（通称 2 陸特）の資格が必要となる。
（電波法施行令第 3 条より）
1. 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力 50W 以下の多重
無線設備
[注]「2 陸特」の資格取得方法 … 国家試験を受験するか、または公益財団法人 日本無線協会が主催する公
募養成課程を受講することにより獲得することが可能である。この課程は連続する 2 日間で開催され、法
規 5 時間、無線工学 4 時間、修了試験 1 時間 30 分であり、国家試験とは試験内容が異なる。
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提出書類例
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8.3.2

無線設備の点検

衛星を開発する場所（打上げ前）または衛星を運用する場所（打上げ後）を点検者が直接訪問
して（臨局して）、免許人から選任された無線従事者の立ち会いの下に点検を実施する。点検回
数は、検査結果に問題が無ければ打ち上げ前に 1 回、打ち上げ後に 1 回の合計 2 回となる。
予備免許交付、および「無線従事者選（解）任届」の提出後に、点検者による無線設備の点検
を実施する。
[注]

必ずしも点検業者に依頼する必要はない。校正済みの測定器を用意し、正しい測定と判定が可能であれ
ば、申請者で実施することも可能である。登録点検事業者は一般に有料であるが、構成済の機器を有しな
い場合、点検を急ぐ場合、検査手順の知識を有しない場合などには有用である。

(a) フライト前の点検作業（所要 2～3 時間程度）
点検者は、「無線従事者選（解）任届」の写しを確認する。続いて、打ち上げ前にフライト用
衛星に点検対象となる送信機が固定されている状態で点検を実施する。
[注]

構造パネルを取り外して、送信機の RF 出力端にアクセスできれば良い。受入振動試験前の実施が原則で
ある。受入振動試験後にならざるを得ない場合は、パネルの開閉手順を厳守することで、点検を実施する
ことが可能になる。ただし、事前に受入機関の承認が必要である。承認されない場合は、点検後に、再度、
受入レベルでの振動試験を要する。

使用測定器は全て較正済み（校正有効期間内）でなければならない。
① スペクトラムアナライザ ②高周波電力計 ③周波数計

点検成績書の内容例は下記のとおりである。
1) 型式の確認（衛星搭載の送信機表面に、型式を記したテープ等が確認できること）
2) 周波数偏差の計測

規格 = 20ppm 以内

（原則。申請者側でこれ以下の値を指定した場合は、そちらが優先される）
3) 空中線電力の測定

規格 = 上限 50%・下限 50%

4) 占有周波数帯幅

規格 = 予備免許で指定された値以下

5) スプリアスの測定

規格 = 50μW（-13dBm）以下（強度比 33dB 以上）
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提出書類例（点検結果通知書より抜粋）

(b) フライト後の試験通信
衛星が宇宙へ放出後、予備免許に基づいて、地球局と衛星は通信が可能になる。通信が安定し
て成立することを確認後に、点検者立ち会いのもと、総合試験を実施すれば良い。
[注] 予備免許交付後に衛星と空中線通信をしても良い期間 …
予備免許は「地球局と宇宙に上がった衛星
間」の試験通信に対する許可である。予備免許交付後も、地上における地球局と衛星（地上に設置）の空
中線通信（RF ケーブル等を使用しない、空中を介する通信）は許可されない。地上で空中線を用いた試
験を実施する場合は、別途地上間通信用の免許が必要である。

(c) フライト後の点検作業（所要 1 時間程度）
フライト後の点検作業は「総合試験」と称する。打ち上げ後に地球局と衛星で通信を実施して、
システムの成立性を評価する。選任されている無線従事者が地上装置を操作して衛星にコマンド
を送信し、正常な反応がテレメトリデータから確認できれば、総合試験は成立する。電気的評価、
計測器を用いた評価は実施しない。
提出書類例（点検結果通知書より抜粋）
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8.3.3

総合試験終了後に提出する書類

総合試験終了後、フライト前の点検成績内容も含む「点検結果通知書」が点検者から申請者に
提出される。この書類を含む下記の書類一式を各総合通信局等に提出する。


無線局工事落成届



無線設備等の点検実施報告書



点検結果通知書（点検者から受け取った正本）

提出書類例

117

提出書類例
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8.3.4

工事落成期限の延長申請書

工事落成の報告が工事落成期限（通常は予備免許通知書の交付日から 6 ヶ月）を超える場合は、
工事落成期限の延長を申請しなければならない。
提出書類例
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8.3.5

無線局廃止届

無線局の運用を終了するとき、または衛星が落下して消滅した場合には、「無線局廃止届」を
提出する。
提出書類例
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8.4

無線局の免許申請関連書類【アマチュア局の場合】

無線局の申請は、人工衛星局相当アマチュア局だけでなく、地球局相当アマチュア局も同時に
申請する必要がある。既存の地球局相当アマチュア局であっても、人工衛星局相当アマチュア局
に対してコマンドを送る局は新たに申請を行わなければならない。
申請に必要な書類は
①

免許申請書：申請手数料 4,300 円（50 W 下）
 ② 無線局事項書・工事設計書
＊人工衛星局相当アマチュア局と地球局相当アマチュア局は別々に申請
＊申請書類を 2 提出

正本をコピーして副本を作成

＊申請書類は、電波利用ホームページよりダウンロードする。

③

補足資料一式

①免許申請書、②無線局事項書及び工事設計書は、総務省電波利用ホームページにて様式・記
載要領をダウンロードできる。
（https://www.tele.soumu.go.jp/index.htm）
[HOME> ダウンロード> 無線局免許手続き様式]
衛星の場合
無線局免許申請書

1

無線局の免許（再免許）申請書

無線局事項書

10

および工事設計書

験局、人工衛星局及び宇宙局

衛星基幹放送局、衛星基幹放送試

別表第一号
別表第二号第 5
無線局事項書
別表第二号の二第 8
工事設計書

地球局の場合は、下記のフォーマットを参照する。
地球局の場合
無線局免許申請書

1

無線局の免許（再免許）申請書

別表第一号

無線局事項書

5

海岸地球局、航空地球局、携帯基地

別表第二号第 2

および工事設計書

地球局、携帯移動地球局及び地球局

無線局事項書
別表第二号の二第 5
工事設計書
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8.4.1

無線局免許申請書

書類一式の表紙の文書となる（2 枚）。アマチュア無線技士の資格を有するもので構成するア
マチュア無線社団により申請を行う。各項目の説明は総務省電波利用ホームページの記載要領を
参照すること。全ての項目を埋める必要はない。
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm）
提出書類例
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8.4.2

無線局事項書

3 枚組で、1 枚目は[1]～[16]項、2 枚目は[17]～[31]項、3 枚目は[32]～[38]項となる。各項目の
説明は総務省電波利用ホームページの記載要領を参照すること。全ての項目を埋める必要はない。
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm）
提出書類例（人工衛星局）
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125

126

8.4.3

工事設計書

工事設計書は送信機ごとに記述する。各項目の説明は総務省電波利用ホームページの記載要領
を参照すること。全ての項目を埋める必要はない。
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm）
提出書類例（人工衛星局相当アマチュア局）
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128

129

130

131

132

133

134

8.4.4

補足資料一式

補足資料は事案ごとに異なるが、一例として、資料一式に含まれる文書は下記のとおりである。
①アマチュア局を開設する理由
②実験計画書
③空中線の構成について
④定款・構成員名簿
⑤IARU の承諾書
⑥回線設計 別紙エクセル様式により提出
⑦国際調整値との比較表
インターネットを経由して運用を行う場合には以下の 2 点も添付する
⑧付属装置の機能
⑨インターネットを用いた遠隔操作について
※申請は、周波数の国際調整および IARU の確認を受けた後に提出する。
①アマチュア局を開設する理由
無線局事項書の［6］項に対応
［6］項には「別紙」と記入し、別紙で説明する。
提出書類例

注）本例にある「衛星局」は「人工衛星局相当アマチュア局」、また「地上局」は
「地球局相当アマチュア局」を指す・
②実験計画書
地球局相当アマチュア局及び人工衛星局相当アマチュア局について、実験の目的、内容、スケ
ジュール等を記載する。なお、必要に応じて別添を付すことや、他の補足資料の内容を統合す
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ることは差し支えない。
提出書類例
1 実験目的・概要
2 実験設備・通信内容
3 地球局相当アマチュア局の常置場所・衛星局の軌道情報等
4 申請予定及び実験予定
5 希望する電波の諸元
6 その他（国際調整の状況等）

③空中線の構成について
人工衛星局については、アンテナの形状と取り付け方法、アンテナパターンを記載
地球局相当アマチュア局については、アンテナの構成と駆動方法、アンテナパターンを記載
提出書類例（地球局相当アマチュア局）
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④定款・構成員名簿
アマチュア無線社団の定款を定め、構成員名簿を作成する。
提出書類例（定款）
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提出書類例（構成員名簿）
役 職
理 事
会 長
（代表者）
理

事

監

事

氏

名

※

※
住

所

略

歴

※
生年月日

無線従事者
免許証番号

☆
備 考

○○ ○○

（記入上の注意）① ※印の欄は、理事のみ記入し、一般の構成員は記入する必要はありません
② 「略歴」の欄は、○○学校在学中、○○会社××課勤務と記入してください。
③ ☆印の欄は、個人としてアマチュア局を開設している方は、そのコールサインを記入してください。

⑤IARU の承諾書
IARU から周波数を記載した書類が送られてくるので、このコピーを添付する。
⑥回線設計
別紙エクセル様式により提出
内容は、実験局と同様である。
⑦国際調整値との比較表
別紙エクセル様式により提出
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内容は、実験局と同様である。
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周波数範囲(MHz)
from
to
14000
14100
14000
14400

2M00F1D

電波型式

周波数範囲(MHz)
from
to
2019
2021

【地球局相当Soumu実験試験局】

2M00F1D
8M00G7W

電波型式

【人工衛星局相当Soumusat実験試験局】

申請値
電力
シンボルレート
（W)
(dBW)
(Hz)
2
3.00
1000000.00

申請値
電力
シンボルレート
（W)
(dBW)
(Hz)
1
0.00
1000000.00
5
7.00
1000000.00

■Soumusat-150（東経150度）
Soumusat(Part II-S, IFIC 1234/ 20.11.2015)ファイリングとの比較

国際調整値との比較表（例）

電力密度
(dBW/Hz)
-57.500

電力密度
(dBW/Hz)
-60.500
-53.500

利得
(dBi)
2

利得
(dBi)
2
5

給電線損失
(dB）
0.5

給電線損失
(dB）
0.5
0.5

EIRP
(dBW)
5.5

EIRP
(dBW)
2.5
12.5

EIRP密度
ビーム名 Group ID
(dBW/Hz)
-55.50
GHI
333444555

EIRP密度
ビーム名 Group ID
(dBW/Hz)
-58.50
ABC
111222333
-48.50
DEF
222333444

2M00F1D

電波型式

2M00F1D
8M00G7W

電波型式

国際調整値
周波数範囲(MHz)
電力
from
to
(dBW)
2000
2200
5

国際調整値
周波数範囲(MHz)
電力
from
to
(dBW)
14000
14500
7
14000
14500
20

電力密度
(dBW/Hz)
-50

電力密度
(dBW/Hz)
-50
-40

利得
(dBi)
3

利得
(dBi)
5
10

EIRP
(dBW)
8

EIRP
(dBW)
12
30

EIRP密度
(dBW/Hz)
-47

EIRP密度
(dBW/Hz)
-45
-30

周波数
from
to
○
○

周波数
from
to
○
○
○
○

判定

判定

○
○

○

○

電波型式 電力密度

○
○

電波型式 電力密度

○

EIRP

○
○

EIRP

○

EIRP密度

○
○

EIRP密度

⑧付属装置の機能
インターネットを経由して運用を行う場合において、作成する。
⑨インターネットを用いた遠隔操作について
インターネットを経由して運用を行う場合において、作成する。
提出書類例（付属装置の機能）
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予備免許通知後の点検作業【アマチュア局の場合】

8.5

予備免許通知書の交付後は、下記の手続きを実施する。点検者は、所轄する各総合通信局の担
当者、または申請者が依頼する登録点検事業者のいずれかである。なお、登録検査等事業者に点
検を依頼する場合の詳細な手順については、依頼する事業者と相談すること。
①試験電波発射届（申請者

→ 各総合通信局）

②事前データの取得（申請者）
③工事落成届及び事前データ[注]の提出（申請者 →

各総合通信局）

④検査の実施（打上前・打上後）（点検者）
⑤免許状の交付（各総合通信局 → 申請者）
[注]

各総合通信局に点検を依頼する場合は、事前データを提出する。登録検査等事業者に依頼する場合は、
依頼する事業者に詳細な手順を相談すること。

8.5.1

試験電波発射の提出

予備免許交付後に「試験電波発射届」を各総合通信局へ提出し、申請者側で事前データを取得
する。
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提出書類例（試験電波発射届）
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8.5.2

無線局工事落成届の提出

「工事落成届（検査手数料分の収入印紙を貼りつけたもの）」と、各総合通信局に検査を依頼
する場合は測定結果を記載した事前データを書面で提出。
提出書類例
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提出書類例（事前データ）
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無線設備の点検

8.5.3

点検回数は、順調に検査できれば打ち上げ前に 1 回、打ち上げ後に 1 回の合計 2 回となる。
(a) フライト前の点検作業（所要 1 時間程度）
点検者による無線設備の点検では、社団局に所属する無線従事者免許証の写しを確認する。続
いて、打ち上げ前にフライト用衛星に点検対象となる送信機が固定されている状態で点検を実施
する。
使用測定器は、
①高周波電力計 ②周波数計
であり、点検者が持参する。
点検内容例は下記のとおりである。
1) 型式の確認（衛星搭載の送信機表面に、型式を記したテープ等が確認できること）
2) 周波数偏差の計測 規格 = 500ppm 以内
3) 空中線電力の測定 規格 = 上限 50%・下限 0%
(c) フライト後の点検作業（所要 1 時間程度）
フライト後の点検作業は「総合試験」と称する。打ち上げ後に地球局と衛星で通信を実施して、
システムの成立性を評価する。社団局の無線従事者が地上装置を操作して衛星にコマンドを送信
し、正常な反応がテレメトリデータから確認できれば、総合試験は成立する。電気的評価、計測
器を用いた評価は実施しない。
8.5.4

本免許の交付

各総合通信局の検査官による総合試験終了後、無線局の本免許が交付される。
8.5.5

無線局廃止届

無線局の運用を終了するとき、または衛星が落下して消滅した場合には、「無線局廃止届」を
提出する。

147

8.6

無線局変更申請書および関連書類一式

無線局変更申請書および関連書類一式は以下のとおりである。無線局事項書および工事設計書
は無線局免許申請と同じフォーマットである。
変更の内容が軽微なものの場合は、届出のみで免許内容の変更が認められる。総務省に相談す
ること。


無線局変更申請書および届出書



無線局事項書



工事設計書



補足資料一式

最初の 3 点は、総務省電波利用ホームページにて様式・記載要領をダウンロードできる。
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm）
[HOME> ダウンロード> 無線局免許手続き様式]
人工衛星局相当の場合
無 線 局 変更 申 請書

4

無線局の変更等申請書

別表第四号

及び届出書
無線局事項書

10

衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験

および工事設計書

局、人工衛星局及び宇宙局

別表第二号第 5
無線局事項書
別表第二号の二第 8
工事設計書

地球局の場合は、下記のフォーマットを参照する。
地球局相当の場合
無線局変更申請書

4

無線局の免許（再免許）申請書

別表第四号

無線局事項書

5

海岸地球局、航空地球局、携帯基地地

別表第二号第 2

および工事設計書

球局、携帯移動地球局及び地球局

及び届出書
無線局事項書
別表第二号の二第 5
工事設計書
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8.6.1

無線局変更申請書

書類一式の表紙の文書となる（1 枚）。大学の場合、「申請者」の「代表者氏名」は「学長あ
るいは総長」、押印は「学長印あるいは総長印」となる。各項目の説明は総務省電波利用ホーム
ページの記載要領を参照すること。全ての項目を埋める必要はない。
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm）
提出書類例
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8.6.2

無線局事項書

無線局申請書と同様なので、省略する。ただし記載の必要な項目は異なるので、総務省電波利
用ホームページの記載要領を参照すること。全ての項目を埋める必要はない。
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm）
8.6.3

工事設計書

無線局申請書と同様なので、省略する。総務省電波利用ホームページの記載要領を参照するこ
と。全ての項目を埋める必要はない。
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm）
8.6.4

補足資料一式

補足資料は変更の内容ごとに異なる。基本的には 8.2.4 項記載の文書から必要なものを提出す
る。総務省に相談すること。
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8.7

無線局再免許申請書および関連書類一式

無線局再免許申請書および関連書類一式は以下のとおりである。無線局事項書は無線局免許申
請と同じフォーマットであり、基本的に工事設計書の提出は不要である。総務省に確認すること。
再免許の申請は免許の有効期間満了３ケ月以上、６ケ月を超えない期間内に行う必要がある。


無線局再免許申請書



無線局事項書

総務省電波利用ホームページにて様式・記載要領をダウンロードできる。
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm）
[HOME> ダウンロード> 無線局免許手続き様式]
人工衛星局相当の場合
無線局再免許申請書

1

無線局事項書

10

無線局の再免許申請書
衛星基幹放送局、衛星基幹放送試

験局、人工衛星局及び宇宙局

別表第一号
別表第二号第 5
無線局事項書

地球局の場合は、下記のフォーマットを参照する。
地球局相当の場合
無線局再免許申請書

4

無線局の再免許申請書

別表第一号

無線局事項書

5

海岸地球局、航空地球局、携帯基地

別表第二号第 2

および工事設計書

地球局、携帯移動地球局及び地球局

8.7.1

無線局事項書

無線局変更申請書

無線局申請書と同様なので、省略する。ただし記載の必要な項目は異なるので、総務省電波利
用ホームページの記載要領を参照すること。全ての項目を埋める必要はない。
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm）
8.7.2

無線局事項書

無線局申請書と同様なので、省略する。ただし記載の必要な項目は異なるので、総務省電波利
用ホームページの記載要領を参照すること。全ての項目を埋める必要はない。
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm）

151

第9章

用語集・資料集

用語集

9.1

無線通信規則（RR：Radio Regulations）の最大の目的は有害な電波干渉を制限することである。
周波数分配（ALLOCATION）、規制 （REGULATORY PROTECTION）、電力の制限（POWER
LIMITS）、調整（COORDINATION）という 4 つの仕組みによって目的の達成を図る。
周波数分配（ALLOCATION）
業務（通信の目的）ごとに無線局の周波数を分けることで電波干渉を防ぐ。


世界を 3 つの地域（REGION 1、REGION 2、REGION 3）に分割し、地域ごとに周波数分
配を定める。地域の分け方は無線通信規則（RR：Radio Regulations） Article 5 の 5.3 から
5.9 に詳細が記述されている。日本は REGION 3 に含まれる。
For the allocation of frequencies the world has been divided into three Regions as shown on the
following map and described in Nos. 5.3 to 5.9:


(RR ART 5, No.5.2)

図 9-1 周波数分配の地域


周波数によっては複数の業務で共有されているものがある。周波数の共有の場合、その周
波数を primary として使える業務か、secondary として使える業務かが定められている。
Secondary 業務の場合、運用中もしくは計画されている primary 業務に対して有害な干渉を
与えてはならない。また、運用中もしくは計画されている primary 業務から電波干渉を受
けたとしてその干渉を止めるよう要求することはできない。同じ secondary 業務から有害
な干渉を与えられた場合には、その干渉を止めるよう要求することができる。
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a.

Where, in a box of the Table in Section IV of this Article, a band is indicated as allocated to more
than one service, either on a worldwide or Regional basis, such services are listed in the following
order:
(RR ART 5, No.5.24)
Stations of a secondary service:
shall not cause harmful interference to stations of primary services to which frequencies are already
assigned or to which frequencies may be assigned at a later date;

b.

cannot claim protection from harmful interference from stations of a primary service to which
frequencies are already assigned or may be assigned at a later date;

c.

can claim protection, however, from harmful interference from stations of the same or other secondary
service(s) to which frequencies may be assigned at a later date.
(RR ART 5, No.5.28 – No. 5.31)



地域ごとの国際周波数分配は無線通信規則（RR：Radio Regulations） Article 5, Section IV
Table of Frequency Allocations に記載されている。
The heading of the Table in Section IV of this Article includes three columns, each of which
corresponds to one of the Regions (see No. 5.2). Where an allocation occupies the whole of the width
of the Table or only one or two of the three columns, this is a worldwide allocation or a Regional
allocation, respectively. (RR ART 5, No.5.46)



アマチュア無線衛星業務の目的は一般的なアマチュア無線業務の目的と同じでなくてはな
らない。
amateur service: A radiocommunication service for the purpose of self training, intercommunication
and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in
radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.
amateur-satellite service: A radiocommunication service using space stations on earth satellites for
the same purposes as those of the amateur service.
(RR ART 1, No.1.57 – No. 1.58)



アマチュア無線（AMATEUR）とアマチュア無線衛星（AMATEUR-SATELLITE）は異なる
業務として分類されているため注意が必要である。（アマチュア無線業務：RR ART 25,
Section I、アマチュア無線衛星業務：RR ART 25, Section II）



無線通信規則（RR：Radio Regulations）で規定する実験局（experimental station）という概
念は地上の無線業務にのみ適用されるものであって、衛星局の業務には適用されない。ま
た、アマチュア無線業務にも適用されない。
terrestrial station: A station effecting terrestrial radiocommunication. In these Regulations, unless
otherwise stated, any station is a terrestrial station. (RR ART 1, No.1.62)
experimental station: A station utilizing radio waves in experiments with a view to the development
of science or technique. This definition does not include amateur stations. (RR ART 1, No.1.98)

規制（REGULATORY PROTECTION）
いくつかの無線業務に対しては特別にその業務の遂行を守るための規制が設けられている。衛
星の国際調整に関係する例を掲載する。
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非静止軌道衛星通信網は、静止衛星の固定衛星業務および放送衛星業務の衛星通信網に対
して寛容することのできない干渉を与えてはならない。また、特別に規定されていないか
ぎりは、静止衛星から電波干渉を受けたとして非静止衛星の業務を守るよう要求すること
はできない。No.5.43A は静止衛星の非静止衛星に対する電波干渉のケースには適用されな
い。
Non-geostationary-satellite systems shall not cause unacceptable interference to and, unless otherwise
specified in these Regulations, shall not claim protection from geostationary-satellite networks in the
fixed-satellite service and the broadcasting-satellite service operating in accordance with these
Regulations. No. 5.43A does not apply in this case. (WRC-07) (RR ART 22, No.22.2)

電力の制限（POWER LIMITS）
PFD （ Power Flux-Density: PFD ） 、 EIRP （ Equivalent Isotropically Radiated Power ） 、 EPFD
（aggregate Equivalent Power Flux-Density）に対して制約を設けることで電波干渉を防ぐ。PFD の
制約は地上業務を守るため、EIRP の制約は宇宙業務を守るため、EPFD の制約は静止衛星業務を
非静止衛星業務から守るためのものである。


衛星から発射される電波の地表面での電力束密度（Power Flux-Density: PFD）の最大値が
無線通信規則（RR：Radio Regulations） Article 21, Section V の Table 21-4 に規定されてい
る。例外が定められている場合を除き、PFD は規定の数値を超えてはならない。
The power flux-density at the Earth’s surface produced by emissions from a space station, including
emissions from a reflecting satellite, for all conditions and for all methods of modulation, shall not
exceed the limit given in Table 21-4. The limit relates to the power flux-density which would be
obtained under assumed free-space propagation conditions and applies to emissions by a space station
of the service indicated where the frequency bands are shared with equal rights with the fixed or
mobile service, unless otherwise stated. (RR ART 21, No.21.16)



8025 – 8400MHz 帯において非静止衛星から発射される電波の静止衛星軌道での電力束密度
の最大値が-174dB（W/m2）/4kHz を超えてはならない。
In the frequency band 8 025-8 400 MHz, which the Earth exploration-satellite service using nongeostationary satellites shares with the fixed-satellite service (Earth-to-space) or the meteorologicalsatellite service (Earth-to-space), the maximum power flux-density produced at the geostationarysatellite orbit by any Earth exploration-satellite service space station shall not exceed –174 dB(W/m2)
in any 4 kHz band. (RR ART 22, No.22.5)



地球局から発射される電波の EIRP 最大値は、無線通信規則（RR：Radio Regulations）
Article 21, Section III に記載されている。

（EIRP に関する規定の一部を抜粋）
The equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) transmitted in any direction towards the horizon
by an earth station shall not exceed the following limits except as provided in No. 21.10 or 21.11:
a) in frequency bands between 1 GHz and 15 GHz
+40 dBW in any 4 kHz band for θ ≤ 0°
+40 + 3 θ dBW in any 4 kHz band for 0° < θ ≤ 5°; and
b) in frequency bands above 15 GHz
+64 dBW in any 1 MHz band for θ ≤ 0°
+64 + 3 θ dBW in any 1 MHz band for 0° < θ ≤ 5°,
where θ is the angle of elevation of the horizon viewed from the centre of radiation of the antenna of
the earth station and measured in degrees as positive above the horizontal plane and negative below it.
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(RR ART 21, No.21.8)
調整（COORDINATION）
各国の電波監理機関の間で無線通信の運用調整を行うことで電波干渉を防ぐ。調整は ITU-R 事
務局（ITU Radiocommunication Bureau: BR）の International Frequency Information Circular と呼ばれ
るシステム (BR IFIC) を通して行われる。各国の電波監理機関は調整が必要な無線局の情報を
BR に送付し、他国からの意見書を待って調整を開始する。調整についての詳細は無線通信規則
（RR：Radio Regulations） Article 9 に記述されている。
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9.2

Q&A 集
―――――＜主に国際調整に関するもの＞―――――

Q01：打ち上げロケット、打ち上げ場所、打ち上げ日が決まっていない小型衛星の場合、どのよ
うに国際調整を開始すればよいのでしょうか。その際、アマチュア局と実験試験局で違いなどが
あるのでしょうか？
A01：衛星製造者に関する事項（業者名、契約日打上げ時期等のデータ）、打ち上げ業者に関
する事項 (業者名、打ち上げ時期、打ち上げ機、打ち上げ場所等データ)など、事前公表資料
（API：Advance Publication Information）に記載不要の情報は国際調整にも不要です。
事前公表資料の提出から最大７年を過ぎても運用開始されない場合は、それまでの MIFR への
暫定的な登録事項はキャンセルされます。
この点について、実験試験局とアマチュア局の違いはありませんが、アマチュア局については、
別途 IARU においても調整が必要です。（第 6 章参照のこと）
Q02：周波数帯域の設定の仕方について何かしらの指標はあるのでしょうか？
A02：特に周波数帯のみの規定はありませんが、無線通信規則（RR：Radio Regulations）5 条に
従って使用する周波数によって局種や受信電力束密度などが制限を受けます。また、無線通信
規則 9 条 Section II の調整を要しない簡易な手続きで済ませるためには利用業務、周波数帯お
よび軌道をそれに合致するように選択する必要があります。
また、アマチュア局の場合には、平成 21 年総務省告示第 126 号および第 179 号により、使用
できる周波数が周波数帯ごとに定められていますので事前によく確認することが必要です。
実験試験局の場合、どの無線業務（固定衛星業務、移動衛星業務、地球探査衛星業務等）に該
当するのか確認し、当該業務が分配を受けている周波数帯の中から必要な周波数帯域幅をよく
検討することが必要です。なお、事前調整資料（API）の提出後に周波数帯域幅を広げる場合
は、再度、ITU による審査を受けることになります。
なお、国際調整手続きを申請する前に、国内での周波数の利用状況について、基幹･衛星移
動通信課に確認をして下さい。周波数によっては運用に制限が生じ、免許が出来ない場合もあ
ります。免許が出来ない周波数の場合、国際調整の受付が出来かねます。
Q03：事前公表資料（API：Advance Publication Information）に記載する地球局の場所は国内外問
わないのでしょうか？また、複数の地球局を設置したい場合の申請はどのようにすればよいので
しょうか？その場合、アマチュア局と実験試験局で申請方法の違いがあるのでしょうか？
A03：事前公表資料に記載するサービスエリア内に設置するのであれば問題ありません。複数
の地球局は全て開局の申請をする必要があり、それぞれの地球局を開局する国に申請する必要
があります。この点については、アマチュア局と実験試験局での違いはありません。
なお、地球局の緯度経度が決まっていない場合は、TYPICAL の表記とする方法もあります。
Q04：「サービスエリア（業務区域）」に関して、日本以外の複数の地域を指定することは可能
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なのでしょうか？アマチュア無線を使用した小型衛星の場合、常に CW 信号が発射されている状
態が多いかと思われますが、この場合は日本以外の区域も指定しているということでしょうか？
A04：サービスエリアとして外国の地域や全世界（XAA）の指定は可能となっています。CW
信号を常時発射する場合でも、当該人工衛星局が上空を通過する全ての地域をサービスエリア
として指定しなくても構いません。その時は、地球局を開設する地域だけをサービスエリアと
し て 設 定 し 、 サ ー ビ ス エ リ ア 外 で も 電 波 を 発 射 す る 旨 を 事 前 公 表 資 料 （ API： Advance
Publication Information）に明示します。
Q05：国際調整の際に他国から意見申し立てがあった場合、自国の主管庁からどのような文章で
通知されるのでしょうか？また、国によるかもしれませんがどんな言語が使用されているのです
か？相手から通知された文章の翻訳およびこちらからの返答文章の翻訳は自分で行なうのでしょ
うか？
A05：どのような申し立てがあるかによってケースバイケースですが、相手国申し立ての根拠
の確認、我が国の衛星通信網が干渉を与えているか否かの検討結果、考えられ得る解決策の提
示などがあります。言語は殆どの場合英語ですから解釈や翻訳の問題はないと考えられます。
Q06：アマチュア周波数とアマチュア以外の周波数の無線局を同じ衛星に搭載することができま
すか？
A06：国際調整を完了し MIFR に登録された衛星網を実現する衛星であれば同一衛星に別々の
周波数帯の無線局を搭載することは可能です。ただし、アマチュア周波数を使用する通信装置
とアマチュア無線周波数以外を使用する通信装置とはそれらは独立して機能する、すなわち相
互にデータのやり取りをしないようにする必要があります。
Q07：ファイリングの使用期間は、どのように考えて設定すれば良いか教えて下さい。
A07：人工衛星の利用計画や寿命に基づいて適切に設定して下さい。人工衛星の利用計画が５
年以上となる見込みであれば、８年以上の使用期間として国際調整資料を作成すると良いでし
ょう。
これは、①一般的に無線局免許は５年更新であること、②衛星ファイリングの使用期間の更
新は、ファイリングの使用期間終了の３年前までに申請する必要があること、以上２点から、
免許更新の年度にファイリングの延長申請の是非について検討ができるからです。
―――――＜主に免許申請に関するもの＞―――――
Q11：既製のトランシーバーなどを分解して衛星に搭載したい場合や、企業への特注品あるいは
自前の無線機を搭載する場合はどのような扱いになるのでしょうか？たとえば，落成検査の点検
成績書における「型式の確認」がどのようになされるのでしょうか？
A11：自作の無線設備であっても、その無線設備を特定する固有の型式を工事設計書に記載し
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ます。点検成績書においても、その型式の確認が行われます。
Q12：衛星に複数の無線機を搭載しても免許が与えられるのですか？周波数がまとめられて一つ
の免許が与えられるのか、周波数それぞれに免許が与えられるのでしょうか？
A12：無線局単位で、使用する周波数が全てまとめられて一つの免許が与えられます。申請の
際には、無線局事項書の 19 項に各送信機の電波の型式、周波数範囲、空中線電力を記入しま
す。工事設計書の 2 項を「第 1 装置」「第 2 装置」・・とし、複数作成します。
ただし、無線局の局種が異なる場合は、それぞれ分けて申請する必要があります。
Q13：地球局を複数開設する場合の申請の方法は？
A13：地球局を複数開設しようとする場合は、送信設備の設置場所ごとに申請します。既設の
地球局を活用して周波数、通信の相手方の追加、空中線電力の増力等を行おうとする場合は、
無線局の変更申請を行うことができます。
Q14：今後 S 帯や X 帯を使用する衛星が増えてくると思われるので小型衛星でも S、X 帯の周波
数の免許がどのくらいの期間で与えられるかの目安期間を教えてください。
A14：免許交付までの期間の目安は特にありませんが、特に S 帯および X 帯は、利用ニーズが
多く、非常に逼迫している状態であり、周波数が割り当てられなくなる可能性もあります。衛
星の計画を立案後なるべく速やかに総務省に相談してください。
しかるべき手順で正しく国際周波数調整および免許申請手続きが行われていれば衛星の打ち上
げに支障となることはありません。
Q15：免許を要しない無線局の条件を教えてください。
A15：発射する電波が極めて弱い無線局については、無線局の免許及び登録は要しないとされ
ています。発射する電波和極めて弱い無線局の詳細は以下の総務省電波利用ホームページを参
照下さい。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/free/index.htm
なお、上記のホームページに記載されている発射する電波が極めて弱い無線局以外の無線局
（小電力の特定の用途に使用する無線局等）を宇宙通無線信または衛星通信に使用する場合は
免許が必要となります。
また、免許不要の無線機を宇宙通信に使用する場合であっても、国際調整は必要となりますの
で、その旨ご留意下さい。

Q16：ある株式会社の議決権がある株のうち三分の一以上を外国人が占めている場合、その会社
は免許人として電気通信事業用ではない人工衛星局または地球局を開設することができるでし
ょうか。また、その会社の子会社の議決権がある株のうち三分の一未満を外国人が占めている
場合、その子会社が免許人となって開設することができるでしょうか。
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A16：ある株式会社の議決権がある株のうち三分の一以上を外国人が占めている場合、その会
社が免許人となって電気通信事業用ではない人工衛星局または地球局を開設することはできま
せん。ただし、議決権は間接保有を考慮しないため、その会社の子会社の議決権がある株のう
ち三分の一以上を外国人が占めている場合に該当しない場合については、その子会社が他の欠
格事由に該当しない限り免許人となって開設することが可能です。また、申請時だけではなく、
免許を受けている間も欠格事由に該当しないことが必要です。
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9.3

GIMS のインストールと初期設定に関する注意事項

1. はじめに
GIMS ソフトウェアは API の出力、コンター図の出力に必要となるソフトウェアである。GIMS
そのものの使い方をマスターする必要はないが、GIMS がインストールされていなかったり適切
に初期設定されていなかったりすると、他のソフトウェアの処理の途中でエラーが発生する。
2. インストールに関する注意事項
ソフトウェアをインストールする場所はデフォルトから変えないこと。ソフトウェアは以下の
場所から入手できる。
(a) GIMS
説明 https://www.itu.int/en/ITU-R/software/Pages/gims.aspx
ファイル (Version 10.1) https://www.itu.int/en/ITU-R/software/Documents/gims/update/setup.zip
(b) GIMS データベースサンプル (gsample.mdb)
説明 https://www.itu.int/en/ITU-R/software/Pages/gims_tutorial.aspx
ファイル https://www.itu.int/en/ITU-R/software/Documents/gims/tutorial/gsample.zip
3. 初期設定に関する注意事項
SpacePub と GIBC は、処理の過程で GIMS を必要とするため、これらのソフトウェアを使うた
めに GIMS をインストールしておかなくてはならない。また、GIMS は単にインストールしただ
けでは、起動時にエラーが生じる。SpacePub の実行に影響を与えるので、GIMS の起動時のエラ
ーを SpacePub の実行前に解消しておかなくてはならない。以下に GIMS の起動時エラーの解消
手順を示す。
1) GIMS をインストールし、GIMS を起動する。メッセージ “Failed to launch help.” が現れるが、
OK を押す。
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2) “Master folder cannot be accessed” が表示されるが、OK を押す。

3) “Database”の “REFDB Setup” を選択する。

4) “Master folder cannot be accessed” が表示されるが、OK を押す。

5) “Master REFDB location” に “C:¥br_soft¥GIMS¥gsample” を指定する。
 必ず “Apply” を押す。
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 “OK” を押す。

6) GIMS を閉じる。ファイル “gsample.mdb” を “c:¥br_soft¥GIMS¥gsample” に置く。

7) 再び GIMS を起動し、エラーが起こらないことを確認する。
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4. エラー事例
コンター図作成時で GIBC を使用するときに、“Appendix” タブで “Calculate” を押すと図のよ
うなエラーメッセージが表示されるときがある。これは GIMS が正しくインストールされていな
いときに現れるエラーである。このエラーが現れた場合は Master REFDB のフォルダ location の
設定、REFDB ファイルが存在するかを確認しなおすこと。Master REFDB を正しく設定してもエ
ラーが解消しない場合は、いったん GIMS をアンインストールし、再度インストールをやり直す
こと。
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9.4

IARU アマチュア無線周波数申請書

IARU へ提出する、アマチュア無線周波数申請書類のサンプルを以下に掲載する。

この画像は表示できません。

AMATEUR SATELLITE FREQUENCY COORDINATION REQUEST
(Make a separate request for each space station to be operated in the amateur-satellite
service.)

1.1

Administrative information and document control
Format to be used Day Month Year (DD-MMMDate of this submission

1.2

Submission revision number

2.1

Spacecraft identification
Name

2.2

Notifying administration

2.3

API/A number

3.1

Licensee of the space station or responsible amateur in case of
educational mission
Licensee name
First (given) name?

3.2

Last (family) name?

Licensee name

3.3

Amateur radio call sign

Licensee’s own station call sign.

3.4

Licensed since?

When you obtained your license.

3.5

Postal address?

Licensee’s station address.

3.6

Telephone number (including

YYYY)

Start at zero and increment with each revised
request.

Name of the spacecraft as in your API.
This is the administration who submits the API. In
most cases the same administration that issued your
amateur license.
The Advance Publication Information number is
assigned by ITU/BR after your administration submits
RR Article 9 notification information. If the API
number is not known provide the date on which the
information was sent to your administration. Note that
submitting an API is a mandatory process.
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3.7
3.8

4.1

4.2

4.3

country code)?
E-mail address?
By signing here, the licensee
accepts that, except for the
telecommand information,
the IARU may publish all the
information contained in this
application.

Licensee email address. The licensee will be the
IARU point of contact and will receive all
correspondence.

Signature:
Acknowledgment that the given information (except
telecommand) in the application will be published.

Date:

Organizations — complete this section for EACH participating
organization
Name of organization and/or Name of the organization that is making this
frequency coordination request.
educational institution?
Licensee’s position in any
organization referenced in
item 4.1?
Postal address?

Applicants position in the above organization.

Postal address of organization if different to that
given in 3.5.

4.4

Telephone number?
(including country code)

4.5

E-mail address?

Email address of organization if different to that
given in 3.5.

4.6

Web site URL?

URL of satellite project if applicable. Please ensure
webpage is publicly accessible.

4.7

National Amateur Radio
Society (including contact
information)?
Does your National Amateur
Satellite organization and/or
National Amateur Radio
Society endorse this
request?

Your national amateur radio society may be able to
help determine if the operation qualifies for the
amateur-satellite service.

4.8

4.9

4.10

Name and email
address(es) of the person(s)
you’ve contacted in the
National AMSAT
Organization or National
Amateur Radio Society?
Will any person or
organization involved with
the project be, directly or

National AMSAT Organization
☐yes select as appropriate
☐no
National Amateur Radio Society
☐yes select as appropriate
☐no
Name:
Email:
Name and contact details of society personnel
contacted in relation to this request. Please attach
any documents from the societies that support your
mission proposal

☐yes, see 4.11
☐no
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4.11

5.1

indirectly, financially
compensated for operating
the satellite and ground
station(s)?
If you’ve answered yes in
4.10, please explain:

Complete as appropriate.

Complete as appropriate.

Space station mission and frequencies
Type of mission?
☐Amateur
Tick applicable box(es):
☐Amateur combined with Educational
☐Amateur combined with other mission(s)
Select most appropriate option

5.2

5.3

If mission type in given in 5.1
is Amateur combined with
other missions, will the
transmitters or receivers
operating in the amateur
radio frequencies be used to
control, or retrieve data
(telemetry, payload, etc.)
from, the non-amateur
mission sub-systems?
If you’ve answered yes in 5.2,
please explain:

☐yes, see 5.3
☐no

Select most appropriate option

Provide details of non-amateur service transmissions if
applicable.

5.4

List and describe the project
mission(s):

Describe in plain text the purpose of the mission(s).

5.5

Explain in plain text how your
mission(s) complies with
provisions no. 1.56, 1.57 and
25 (see Annex 1); how will
your mission contribute to the
advancement of the amateur
satellite service; and how will
amateur operators around the
globe be able to participate in
your mission, besides just
receiving the satellite
telemetry?
Amateur satellite bands used:

Provide any supporting details that are relevant to the
mission, especially if the mission is not a purely
amateur mission.

5.6

☐144-146 MHz
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☐435-438 MHz
☐1260-1270 MHz
☐2400-2450 MHz
☐3400-3410 MHz
☐5650-5670 MHz and/or 5830-5850 MHz
☐10.450-10.500 GHz
☐24.000-24.050 GHz
☐Other (please list)
5.7

5.8

5.9

5.10

Planned duration of each part
of the mission?

Provide a time estimate for how long each part of
mission will last.

Proposed space station transmitting (space-to-Earth and/or space-tospace) frequency plan. Provide the following information for each
frequency or frequency range:
Itemize the band vs. usage or application for the
List all the frequencies (or
various projects within the satellite mission.
frequency bands) requested
and describe the function of
each:
Satellite transmitter tuning range details; required to
Frequency tuning range (in
determine the possible range of coordinated
MHz) of transmitter and
frequencies.
tuning step increment (in Hz
or kHz)?
Effective isotropic radiated power of satellite
E.I.R.P (in dBm) of each
transmitter(s).
transmitter?

5.11

List all ITU emission
designator for each
transmitter:

ITU emission designators are explained at:
http://www.iaru.org/satellite. Effect of Doppler shift is
NOT included when determining bandwidth.

5.12

Common description of the
emissions including
modulation type AND data
rate?
Type of antenna, antenna
gain and radiation pattern?

Common emission description means terms like
transponder, NBFM, PSK31, 1200 baud packet (AFSK
on FM), etc.

5.13

5.14

Antenna gain in dBi and pattern – not needed if
attitude control is planned.

Proposed space station receiving (Earth-to-space and/or space-tospace) frequency plan. Provide the following information for each
frequency or frequency range:
Requested receive frequency Requested frequency of satellite receiver(s).
and function?
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5.15

Frequency tuning range (in
MHz) of receiver and tuning
step increment (in Hz or
kHz)?

Satellite receiver tuning range details; required to
determine the possible range of coordinated
frequencies.

5.16

ITU emission designator for
each transmitter and
emission type?

ITU emission designators are explained at:
http://www.iaru.org/satellite. Effect of Doppler shift is
NOT included when determining bandwidth.

5.17

Common description of the
emission including
modulation type AND data
rate for each transmitter and
emission type?
Noise temperature for each
receiver onboard the
satellite?

Common emission description means terms like
transponder, NBFM, PSK31, 1200 baud packet (AFSK
on FM), etc.

Associated antenna gain and
radiation pattern for each
receiver onboard the
satellite?

Antenna gain in dBi and pattern – not needed if
attitude control is planned.

5.18

5.19

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

6.1

Other information
Physical structure of the
space station, including
dimensions and mass?

System noise temperature in K° when looking at the
Earth.

Basic description or URL linking to specific detailed
information. Please ensure webpage is publicly
accessible.

Functional Description of
each satellite sub-system,
including non-amateur
payloads?
Electrical Power budget.
(average power consumption
and power generation in
Watts)?
Method of attitude
stabilization (if used)?

Basic description or URL linking to specific detailed
information Please ensure webpage is publicly
accessible.

Service area?

Intended service area of satellite if not worldwide.

Basic description or URL linking to specific detailed
information. Please ensure webpage is publicly
accessible.
Basic description or URL linking to specific detailed
information. Please ensure webpage is publicly
accessible.

Encryption of downlink?
Will all transmissions from the ☐yes
satellite have published and
☐no, see 6.2
publicly available details on
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6.2

6.3

6.4

7.1
7.2

the project web site? (Note:
The signal must not be
effectively encrypted by not
providing the necessary
information. See No. 25.2A in
Annex 1)
If you’ve answered no in 6.1,
please explain:

Contact details of the person
responsible for publishing the
descriptions of modulation,
protocol, format, etc.?
By signing here, the
responsible person listed in
6.3, agrees that the details
required in 6.1 will be made
publicly and freely available.

Select as appropriate

Who will be publicly responsible for ensuring all
necessary information is available?

Signature:
The applicant agrees that the relevant information will
be made available and published.

Date:

Telecommand Information (NOT published)
Telecommand station amateur List telecommand station call signs.
radio callsign?
List physical locations of each telecommand station
Physical location of station
antennas, including latitude
and longitude?

7.3

Proposed space station
telecommand frequencies?

List of requested frequencies

7.4

List all ITU emission
designators for each
transmitter:

ITU emission designators are explained at:
http://www.iaru.org/satellite. Effect of Doppler shift is
NOT included when determining bandwidth.

7.5

Common description of the
emission including modulation
type AND data rate?

Common emission description means terms like
transponder, NBFM, PSK31, 1200 baud packet (AFSK
on FM), etc.

7.6

Radio Link budget(s):

Attach as a separate spreadsheet document or a URL
of the project website.

7.7

A general description of any
telecommand encryption:

Provide a description of cipher system to protect
telecommand signals to the satellite.

7.8

Explain how telecommand
stations will turn off the space

Provide full details of procedure to turn off space
station transmitter(s).
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7.9

8.1

station transmitter(s)
immediately, even in the
presence of user traffic and/or
space station computer system
failure. See No. 22.1 in Annex
1.
Provide details of system(s) in place to prevent
Explain the mechanism to
unwanted transmissions from satellite if command
ensure the space station is
capability is lost.
turned off in the event
communications is lost with the
command station.

Telemetry frequencies
All amateur telemetry
frequencies or frequency
bands used in the mission?

8.2

ITU emission designators:

ITU emission designators are explained at:
http://www.iaru.org/satellite. Effect of Doppler shift is
NOT included when determining bandwidth.

8.3

Common description of the
emission including modulation
type AND data rate?

Common emission description means terms like
transponder, NBFM, PSK31, 1200 baud packet (AFSK
on FM), etc.

8.4

Radio Link budgets:

Attach as a separate spreadsheet document or provide
a URL to the relevant project webpage

8.5

Transmission formats e.g.
AX25 etc.? Provide any other
details required to understand
the telemetry transmission:

Describe how other listeners will be able to decode the
telemetry

9.1

Launch plans
Launch agency?

Name of launch agency

9.2

Launch location?

Name and location of spaceport
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9.3

Expected launch date?

dd-MMM-yyyy, or estimate in case exact date is not
yet known.

9.4

Planned orbit apogee?

Planned orbit parameters

9.5

Planned orbit perigee

Planned orbit parameters

9.6

Planned orbit inclination

Planned orbit parameters

9.7

Planned orbit period

Planned orbit parameters

9.8

List other amateur satellites
expected to share the same
launch (if known):

List all other amateur satellites that you know about
may be sharing the same launch. (This is important
for frequency coordination to avoid problems
between satellites when they are physically close
together.)

Typical Earth station — transmitting
Provide a general description of an Earth
10.1 Describe the hardware and
transmitting station
software of a typical Earth
station to transmit signals to
the planned satellite:
Show link power budget or URL linking to specific
10.2 Radio Link budget.
detailed information. Please ensure webpage is
Show complete link budgets
publicly accessible.
for all Earth station
transmitting frequencies,
except telecommand.
Typical Earth station — receiving
Provide a general description of an Earth receiving
11.1 Describe the hardware and
station
software of a typical Earth
station to receive signals from
the planned satellite.
Show link power budget or URL linking to specific
11.2 Radio Link budget.
detailed information. Please ensure webpage is
Show complete link budgets
publicly accessible.
for all Earth station receiving
frequencies.

Additional information:
12

Do not attach large files. Indicate the URL where the information is
available.
Please, supply any additional information that may assist the Satellite
Advisor to coordinate your request(s).
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13

Certification: Please tick ONE appropriate box.
☐The licensee of the planned space station has reviewed all relevant laws,
rules, and regulations, and certifies that this request complies with all
requirements as understood by IARU to the best of his/her knowledge and
confirms to meet the requirements of RR 1.56 and RR 1.57 in that the
proposed satellite will operate without pecuniary interest.

Please list any commercial interests. If none, please state none.
☐The licensee of the planned space station has reviewed all relevant laws,
rules, and regulations and disagrees with IARU interpretations of Treaty
requirements.
The IARU Satellite Advisor is asked to consider the
following interpretation. Explanation follows.

Signature
14
Signature of licensee responsible for this application and
operation of the satellite system

Signature of space station licensee

Document History
29/4/2020: Revision of V39
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Date

付録 WRC-19 における小型衛星通信網の国際周波数手続きの変更点
1.

WRC-19 における小型衛星通信網に関わる議題の概要
WRC-19 における小型衛星通信網に関わる議題の概要について、以下にまとめる。

【WRC-19 議題 1.2】
401～403 MHz 帯及び 399.9～400.05 MHz 帯における移動衛星業務、気象衛星業務
及び地球探査衛星業務にて運用する地球局への帯域内電力制限の制定
 399.9～400.05 MHz 帯に、移動衛星業務の地球局の電波送信における最大 e.i.r.p.による電
力制限を規定する脚注が追加される。本脚注においては、2019 年 11 月 22 日までに通告
し使用を開始した衛星システムには、2022 年 11 月 22 日まで本制限を適用せず、2022 年
11 月 22 日以降、本周波数帯において運用する移動衛星業務の全てのシステムに本制限が
適用される。
 400.02～400.05 MHz 帯においては、移動衛星業務における遠隔指令通信には、前述の脚
注を適用しないとする脚注が追加される。
 401～403 MHz 帯に、気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局の電波送信における最
大 e.i.r.p.による電力制限を規定する脚注が追加される。本脚注においては、2019 年 11 月
22 日までに通告し使用を開始した衛星システムには、2029 年 11 月 22 日まで本制限を適
用せず、2029 年 11 月 22 日以降、本周波数帯において運用する気象衛星業務及び地球探
査衛星業務の全てのシステムに本制限が適用される。
 2007 年 4 月 28 日までに通告した気象衛星業務及び地球探査衛星業務の非静止衛星軌道の
衛星システムには前脚注を適用せず、最大 e.i.r.p.が 12 dBW を超過しなければ一次業務扱
いとして運用が継続できるとする脚注が追加される。
 決議第 765（WRC 15）は削除される。

【WRC-19 議題 1.7】
短期ミッションの非静止軌道衛星での宇宙運用業務の適合要件の検討
 137-138 MHz 帯に分配されている宇宙運用業務（宇宙から地球）に、短期間ミッションの
非静止衛星軌道での宇宙運用業務（宇宙から地球）の使用を特定する脚注が追加される。
 137-138 MHz 帯における短期間ミッションの非静止衛星軌道での宇宙運用業務（宇宙から
地球）での使用は 137.025-138 MHz 帯に限定すること、137.025-138 MHz 帯における短期
間ミッションの非静止軌道衛星システムの宇宙運用業務においては、人工衛星局からの
地表面への電力束密度は -140 dB(W/(m2 ・ 4 kHz))を超過してはならないこと、及び
137.025-138 MHz 帯における短期間ミッションの非静止衛星軌道での宇宙運用業務（宇宙
から地球）での使用において、いかなる電波送信の全占有周波数帯幅は、ドップラ偏移
や周波数偏差を含み分配内に維持することを決議する新決議が承認され、本帯域におけ
る短期間ミッションの非静止衛星軌道での宇宙運用業務（宇宙から地球）の使用におい
ては本決議に従うことが規定される。さらに、一次業務に分配されている既存の業務に
有害な干渉を与えてはならず保護を主張してはならないことが規定される。
 137.175-137.825 MHz 帯に、短期間ミッションの非静止衛星軌道での宇宙運用業務には無
線通信規則第 9.11A 条の対象とならないと規定する脚注が追加される。
 148-149.9 MHz 帯に付加分配されている宇宙運用業務（地球から宇宙）に、短期間ミッシ
ョンの非静止衛星軌道での宇宙運用業務の使用に言及する脚注が追加される。短期間ミ
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ッションでの非静止衛星軌道衛星システムにおいては、無線通信規則第 9.17 条及び第
9.18 条は適用されるものの、無線通信規則第 9.21 条の対象とはならないことが規定され、
本帯域における短期間ミッションの非静止衛星軌道での宇宙運用業務は、宇宙運用業務
及び移動衛星業務に追加の制約を課さず、既存の一次業務に有害な干渉を与えてはなら
ず保護を主張してはならないことが規定される。さらに、日本を含む特定の国の国境に
おいて電力束密度 -149 dB(W/(m2 ・ 4 kHz))を超過した場合は、それらの国から無線通
信規則第 9.21 条に基づく合意を得る必要があることが規定される。
 無線通信規則脚注第 5.219 条は、148-149.9 MHz 帯における短期間ミッションとして識別
された非静止衛星軌道衛星システムの宇宙運用業務には、無線通信規則第 9.11A 条の対象
とならないとする規定を追加するよう改訂される。
 決議第 659（WRC 15）は取り消されることとなった。

【WRC-19 議題 7】
衛星ネットワークに係る周波数割当のための事前公表手続、調整手続、通告手続
及び登録手続の見直し
Issue I 短期間 non-GSO ミッションへの規則

 無線通信規則第 9 条及び第 11 条の改定及び短期間 non-GSO の規則を定めた決議案が策定
された。

 短期間 non-GSO ミッションを含む全ての調整非対象衛星(無線通信規則 第 9 章第 II 節 非
適用)について、API 公表から通告までの最短期間を、従来の 6 ヶ月から 4 ヶ月に低減(第
9.1 条改定)し、BR が API を受け取ってから IFIC で公表するまでの期間をこれまでの 3 ヶ
月から 2 ヶ月に低減する(無線通信規則 第 9.2B 条改定)。また主管庁のコメントの提出期
間は従来どおり API 公表から 4 ヶ月としたが、BR はこれを ITU web サイトで公表するこ
ととする(無線通信規則 9.3 条に脚注追加 第 9.3.1 号)。

【WRC-19 議題 9.2】
無線通信規則（ＲＲ）の適用の際に生じた困難又は矛盾
提案 3.3.2 決議第 55 紙媒体での図の提出

 決議第 55 決議事項 6 中において、グラフィックデータの電子媒体での提出を必須とする。
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2.

WRC-19 の結果を踏まえた小型衛星通信網の国際周波数手続きの変更点
WRC-19 の結果に基づく小型衛星通信網の国際周波数手続きの変更点を表 2 に示す。
表 2 小型衛星通信網の国際周波数手続きの変更点
見出し項
2.2 周波数調整で使われる
用語

3.3.4 周波数国際調整にか
かる最短の期間を認識する

変更概要
期間の修正
通告資料 API の公表から 6 ヶ月→4 ヶ月
国際周波数調整にかかる期間を修正
ITU 内処理 2 ヶ月、
最短 8 ヶ月
国際周波数調整にかかる期間を修正
ITU 内処理 2 ヶ月、
通告可能 4 ヶ月、
最短 8 ヶ月

5.1 ITU 内処理、事前公表
資料（API：Advance
Publication Information）の
公表

期間の修正
ITU 内処理 2 ヶ月

5.4 通告、登録

期間の修正
通告資料

4.2.3 図形データ作成のため
の GIMS – Graphical
Interface Management System
の使用方法
4.2.4 作成結果の検証のため
の BR-SIS Validation – BR
Space Information System の
使用方法

WRC-19 関連個所

議題 7 Issue I

API の公表から 6 ヶ月→4 ヶ月

GIMS を用いた図形データ作成手順を追加
議題 9.2
提案 3.3.2
GIMS を用いた図形データの Validation 手順
を追加
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