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平成 29 年度電波の利用状況調査では、本調査の概要と 714MHz 以下の周波数帯域を

５つに分割した区分ごとの評価を実施した。 

本章では、次の通りを総括する。 

今回調査した周波数区分は、国際的な枠組みの中で人命、航空機及び船舶の安全の

ために航空通信や海上通信に利用されるもの、消防・防災等の国民の安心・安全に関

わる重要無線通信に利用されるもの、各種放送に利用されるもの、民間企業が産業活

動を支援するための連絡無線、個人的な無線技術の興味によって行うアマチュア無

線に利用されるもの等、多種多様に利用されている。 

このため、周波数区分によって使用条件が異なっており、一概に周波数区分ごとの

利用状況を比較することは難しいが、各周波数区分とも全体としては適切に利用さ

れていると評価できる。 

電波に関する需要動向については、平成26年度と平成29年度の無線局数ベースで

比較した場合、アマチュア局はすべての周波数区分で減少している。また、簡易無線

局は50MHz超222MHz以下の周波数区分で減少している一方で、335.4MHz超714MHz以下

の周波数区分で大幅に増加している。そのほかには、222MHz超335.4MHz以下の周波数

区分では、防災行政無線や消防用無線の移行先であることからこれらの無線局が大

幅に増加している。さらに、地上デジタルテレビジョン放送の周波数のホワイトスペ

ースを使用する特定ラジオマイク及びエリア放送での利用も増加しているなど、新

たに導入された無線システムが順調に増加してきている。 

本周波数区分においてもデジタル化が奨められており、現在、消防用無線及び防災

行政無線においてその取組が進められている。これまでには、昭和58年に警察用無

線、平成12年に電気事業用無線、平成14年に道路管理用無線、平成15年に鉄道事業用

無線とタクシー無線、さらに平成20年に簡易無線がデジタル化を実施してきており、

官民ともにデジタル化を進めていく傾向となっている。 

50MHz超222MHz以下及び335.4MHz超770MHz以下の周波数区分では、限られた周波数

帯の中に多種多様な無線システムが混在していることから、現在アナログ方式を採

用している無線局について、周波数の有効利用を図る観点から、デジタル技術の発展

を踏まえた、よりも安価で、かつ、使用する周波数帯域幅が少ないデジタルシステム

の普及促進に取り組んでいくことが必要である。 

最後に、今回の電波の利用状況調査における評価結果を踏まえ、各周波数区分の評

価を再掲すると次のとおりである。 

周波数ごとの評価 

（１） 26.175MHz 以下の周波数区分

① 周波数に係る評価

電波に関する技術の発達の動向は次の通りである。 

（海洋レーダー） 

WRC-12 の結果により 3MHz から 50MHz までの周波数帯に海面の流向と流速を計

測するための海洋レーダーに分配された。その後、平成 25年に海洋レーダーの技術的

条件を策定した。 
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（ラジオ放送）

現在の MF・HF 帯におけるラジオ放送のデジタル規格としては、欧州において開発さ

れ、ITU-R 勧告 BS.1514-1（2002 年 10 月）により標準化が図られた DRM（Digital Radio 

Mondiale）方式がある。DRM 方式はデジタル放送専用に周波数を必要とし、WRC-03 で

周波数の使用が公式に認められた。なお、デジタル化については、決議第 517

（Rev.WRC-03）において、主管庁に対し平成 16年以降に導入する送信機にデジタル送

信機能をつけるよう奨励されており、欧州を中心として DRM 方式放送局が運用されて

いるが、受信機のコストが高い等の理由により、その普及は進んでいない状況である。 

電波に関する需要の動向は、次の通りである。本周波数帯は電離層反射や大地反

射により中長距離伝送が可能であるという特性を有していることから、船舶通信や航空

通信等において今後も一定の需要が見込まれている。 

周波数割当ての動向は、次の通りである。本周波数帯では、WRC-12 の結果により、

海洋レーダー及びアマチュア業務に国際分配がされたことを受け、周波数を国内分配

した。 

② 電波利用システムに係る評価

本周波数帯は、中波放送、短波放送、航空通信システム、船舶通信システム、海

上・測位システム（ラジオ・ブイ等）等の多様で重要な電波利用システムに利用されると

ともに、無線局数は減少傾向にあるものの、依然としてアマチュア無線にも広く利用さ

れている。

③ 総合評価

本周波数帯は、中波放送、短波放送、航空通信システム、船舶通信システム、海

上・測位システム（ラジオ・ブイ等）等の陸上、海上及び航空の各分野の多様で重要な

電波利用システムで利用されており、これらの電波利用システムの重要性から判断す

ると適切に利用されていると認められる。

（２） 26.175MHz 超 50MHz 以下の周波数区分

① 周波数に係る評価

電波に関する技術の発達の動向は次の通りである。 

（海洋レーダー） 

WRC-12 の結果により 3MHz から 50MHz までの周波数帯に海面の流向と流速を計

測するための海洋レーダーに分配された。その後、平成 25年に海洋レーダーの技術的

条件を策定した。 

電波に関する需要の動向は、次の通りである。一般業務用としては主として漁業用

無線に利用される帯域であり、その局数は減少傾向にあるが、漁業の安全操業等、漁

業用無線は必要不可欠であるため、今後も一定の需要が見込まれる。 

周波数割当ての動向は、次の通りである。本周波数帯では、WRC-12 の結果により、

海洋レーダーに国際分配がされたことを受け、周波数を国内分配した。 

② 電波利用システムに係る評価

本周波数帯を利用する電波システムシステム別にみた場合、大半の無線システム
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において減少しているが、海洋レーダーVHF（無線標定陸上局・無線標定移動局）、ラ

ジオ・ブイ（無線標定移動局）40MHz 等の一部の無線システムにおいては増加がみられ

る。 

③ 総合評価

本周波数帯を利用する電波利用システムの無線局数は減少傾向にあるものの、船

舶通信システム等の重要な電波利用システム、アマチュア無線や新たな海洋レーダー

VHF にも広く利用されていることから判断すると有効に利用されていると認められる。 

（３） 50MHz 超 222MHz 以下の周波数区分

① 周波数に係る評価

電波に関する技術発達の動向は次の通りである。 

（船舶通信） 

VHF 帯の船舶通信システムは、遭難や航行安全のために通信することを主たる目

的として 156.025-161.025MHz の周波数帯の電波を使用する世界的に共通した無線シ

ステムである。データ通信が陸上で飛躍的に発展している状況を踏まえ、海上において

もデジタルデバイドの解消のためにデータ通信を可能とするシステムの導入が望まれ、

現在のアナログ音声用の周波数の一部をデータ通信として利用することが、平成 27 年

の WRC-15（世界無線通信会議）で決定された。このため、我が国においても高度化さ

れた海上無線通信システムの早期の導入に向けて、標記設備の技術的条件の検討が

実施され、平成 30 年度に制度整備が行われる予定である。

（自営通信におけるデジタル技術の導入） 

本周波数帯では、防災以外の自営通信システムの占める割合も多く、かつ、今後数

年内にデジタル化を予定しているものもあること、また、無線機器製造業者がアナログ

方式のサポート体制を縮小する動向にあることから、今後、更にデジタル技術の導入が

進展していくものと考えられる。 

（FM 補完中継局） 

90-95MHz 帯については、平成 25 年 7 月に公表された「放送ネットワークの強靱化

に関する検討会中間取りまとめ」における提言等を踏まえ、「V-Low マルチメディア放送

及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・制度整備に関する基本的方針」

を平成 25 年 9 月 27 日に公表し、これを基に「AM ラジオ放送を補完する FM 中継局に

関する制度整備の基本的方針」を平成 26 年 1 月 31 日に公表した。平成 26 年の制度

整備以降、置局が進められている。 

電波に関する需要の動向は、次の通りである。本周波数帯を利用する電波利用シ

ステムの無線局数は、平成 26 年度と比較して減少している。これは無線局数として大

部分を占めるアマチュア無線の減少が主な要因であるとともに、他の周波数帯へ移行

している消防用無線、防災無線を除いても同様であるが、本周波数帯は、移動通信に

適した電波伝搬特性を有するとともに非常時の信頼性や無線設備の小型化が容易で

あることから、今後も一定の需要が見込まれる。

周波数割当ての動向は次の通りである。ドローンを含むロボットの電波利用ニーズ

の高度化に対応するため、無人移動体画像伝送システムとして平成 28 年 8 月に制度

整備を実施し、169MHz 帯における追加割当を行った。 
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②電波利用システムに係る評価

150MHz 帯アナログ方式の移動系防災無線については、周波数を有効利用するた

めに 260MHz 帯デジタル方式へ移行を進めているところである。現在使用しているアナ

ログ方式の移動系防災無線について今後の移行・代替・廃止を計画している時期につ

いて調査した結果は、「今後検討する」との回答が 85.5%にのぼっており、当面の間、既

存システムの継続利用が希望されていると考えられる。一方で、公共業務用無線につ

いては、業務の性質上、通信内容の秘匿性確保が必要とされることや、今後、アナログ

方式の需要減少によって将来的に機器の更新が困難となることが想定されることなど

を踏まえると、デジタル方式へ移行することが望ましく、周波数の移行も含めたデジタル

方式への移行を促していくことが望ましい。

160MHz 帯を使用する放送事業用連絡無線については、事業者の利用の増加が見

込まれるなど、周波数がひっ迫していることから早期に狭帯域デジタル化を実施するこ

とが望ましい。さらに、放送中継用無線について、受信機の通過帯域幅を調査したとこ

ろ、放送中継用無線（固定局）60MHz帯の多くと、放送中継用無線（固定局）160MHz帯

の一部において、占有周波数帯幅の許容値（100kHz）に比べて相当に広い通過帯域

幅をもつ受信機を使用しているものがある。このことにより、他の無線局に対して電波

の使用を必要以上に妨げていることから、そういった懸念のないデジタル方式への移行

等を推進する必要がある。 

③ 総合評価

本周波数帯は消防用無線、防災行政無線、公共分野の自営通信、船舶通信システ

ム、航空通信システム、放送（FM、マルチメディア放送)等の多様で重要な電波利用シ

ステムに利用されているとともに、アマチュア無線や簡易無線等にも広く利用されている。

多くの無線局があるアマチュア無線をはじめとして、無線局数は減少傾向にあるものの、

消防用無線や防災行政無線等、公共業務用の電波利用システムの重要性及び FM 補

完中継局など、新たに制度整備された電波利用システムの設置状況等を踏まえ判断

すると適切に利用されていると認められる。

公共業務用無線局の減少は少ないことを鑑み、これらの電波利用システムの重要

性から判断すると適切に利用されていると認められる。なお、本周波数帯を使用する自

営通信について、アナログ方式を採用している無線機器は、今後、アナログ方式の需

要減少によって将来的に機器の更新が困難となることが想定されることや、周波数の

有効利用を図る観点から、デジタル化や狭帯域化を促進していくことが望ましい。 

（４） 222MHz 超 335.4MHz 以下の周波数区分

① 周波数に係る評価

電波に関する技術の発達の動向は次の通りである。当該帯域は、広域への狭帯域

のデータ伝送にも適しており、広域向けのセンサーネットワーク用の新たな周波数利用

ニーズが顕在化した段階で、新たなシステムへの周波数の割当てについて検討を開始

することとなっている。

電波に関する需要の動向は次の通りである。260MHz 帯については、150MHz 帯を

使用する消防用無線や 60MHz 帯、150MHz 帯及び 400MHz 帯を使用する防災行政無

線の移行先であり、当該周波数帯に対する需要は今後も増加していくことが予想される。

周波数割当ての動向は、特記すべき事項はない。 

周波数移行の動向は次の通りである。260MHz 帯の周波数帯は、県防災端末系無

線や市町村防災用無線等の防災行政無線の周波数の移行先となっている。県防災用

デジタル無線については、基地局・携帯基地局、陸上移動局・携帯局双方ともに、平成
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23 年度、26 年度、29 年度とデジタル無線の割合が増えていることがわかる。また、

260MHz 帯の周波数帯への移行状況を見ると、260MHz の無線局が増えていることか

ら、260MHz 帯への移行が進んでいると考えられる。市町村防災用デジタル無線につい

ても、県防災用デジタル無線と同様、基地局・携帯基地局・陸上移動中継局、陸上移

動局・携帯局双方ともに、平成 23年度、26年度、29年度とデジタル無線の割合が増え

ていることがわかる。また、260MHz 帯の周波数帯への移行状況を見ると、260MHz の

無線局が増えていることから、260MHz 帯への移行が進んでいると考えられる。 

② 電波利用システムに係る評価

本周波数帯は、150MHz 帯の消防用無線や防災行政無線の移行先である 260MHz

帯を含んでいることから、移行してきた無線局により無線局数は増加しているなど、町

村等の小規模な通信需要を満足するための簡易なデジタル方式が制度化されたことに

より、移行がさらに促進されると考えられ、今後も増加傾向は続くと予想される。

280MHz 帯電気通信業務用ページャーについては、需要の減少傾向が落ち着いたこと

から、現状の需要に応じた帯域幅に見直すことが適当である。また広域向けのセンサ

ーネットワークとしてのニーズもあることから、センサーネットワーク用に周波数の確保を

検討していくことが必要となっていくと考えられる。

③ 総合評価

本周波数帯を利用する電波利用システムの無線局数は増加傾向にあり、防災行政

無線、消防用無線、航空通信システム等の多様で重要な電波利用システムに利用され

ていることから判断すると、適切に利用されているものと認められる。

（５） 335.4MHz 超 714MHz 以下の周波数区分

① 周波数に係る評価

電波に関する技術の発達の動向は次の通りである。地上テレビジョン放送について、

放送サービスの高度化（一般家庭における超高精細度地上テレビジョン放送（8K 品質

等）の視聴等）の実現に向けた研究開発を推進しているところである。 

電波に関する需要の動向は次の通りである。400MHz 帯を使用するデジタル簡易無

線局数の増加に牽引され、本周波数帯のアマチュア局を除く局数は、やや増加傾向に

あり、これは今後も続くものと考えられる。 

本周波数帯は、移動通信に適した電波伝搬特性を有するとともに無線設備の小型

化が容易であることから、今後も一定の需要が見込まれる。 

また、地上テレビジョン放送のホワイトスペースにおいては、劇場やイベントで使用さ

れる特定ラジオマイクや、スタジアムや美術館、商店街等の小規模エリアを対象とした

ローカル情報を放送するエリア放送システムが平成 24 年 4 月に導入され、平成 29 年

度時点で約 3.9万局が開設されていることから、今後とも需要が増加していくものと考え

られる。周波数割当ての動向は、特筆すべき事項はない。

② 電波利用システムに係る評価

400MHz 帯を使用するアナログ方式の簡易無線は、周波数割当計画等に示す方針

に基づき、平成 34 年 11 月 30 日までにデジタル方式に移行することが適当である。

400MHz 帯アナログ方式の移動系防災無線については、デジタル方式へ移行を進めて

いるところであり、周波数を有効利用するために引き続きデジタル化を推進していく必

要がある。地上デジタルテレビジョン放送については、平成 23年及び平成 26年の調査

時とほぼ同数の無線局が運用されており、平成 23 年 7 月の地デジ移行完了後、引き
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続き、適切に利用されている。地上デジタルテレビジョン放送用周波数帯のホワイトス

ペースについては、今後もさまざまな需要が増加していくものと考えられることから、引

き続き周波数の有効利用について検討していくことが適当である。また、列車無線につ

いては、列車の安全走行への関心の高まりから列車制御システムの高度化が望まれ

ている。そのほか、350MHz 帯を使用するマリンホーン（平成 29 年度：965 局）について

は、その使用に地域的な偏在があるとともに、無線局数についても減少傾向（平成 26

年度と比較して 363局減）にあることから、旧規格の使用期限を踏まえ、平成 34年まで

に他の無線システムによる代替等移行を図ることが適当である。 

③ 総合評価

本周波数帯は、防災行政無線、公共分野の自営通信、デジタルテレビジョン放送等、

多様で重要な電波利用システムに利用されるとともに、アマチュア無線、簡易無線、タ

クシー無線等にも広く利用されている。

アマチュア無線を除くと無線局数はやや増加傾向にあり、これらの電波利用システ

ムの重要性から判断すると、適切に利用されているものと認められる。

地上デジタルテレビジョン放送については、平成 23 年及び平成 26 年の調査時とほ

ぼ同数の無線局が運用されており、平成 23年 7月の地デジ移行完了後、引き続き、適

切に利用されている。地上デジタルテレビジョン放送用周波数帯のホワイトスペースに

ついては、今後もさまざまな需要が増加していくものと考えられることから、引き続き周

波数の有効利用について検討していくことが適当である。 

本周波数帯を使用する「陸上・自営」の電波利用システムについて、現在、アナログ

方式を採用している無線機器は、今後、アナログ方式の需要減少によって将来的に機

器の更新が困難となることが想定されることや、周波数の有効利用を図る観点から、デ

ジタル化や狭帯域化を促進していくことが望ましい。 

5-6


	
	Sheet1




