
○ 「周波数割当計画」新旧対照表                                  （二重下線部分が変更箇所） 
変 更 後 変 更 前 

第２表 27.5MHz-10000MHz 第２表 27.5MHz-10000MHz  

 国 内 分 配 （MHz） 無 線 局 の 目 的 周波数の使用に関する条件 国 内 分 配 （MHz） 無 線 局 の 目 的 周波数の使用に関する条件  

 (4)      (5) (6) (4) (5) (6)  

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）  

 

406- 

406.1 

 Ｊ66 

 Ｊ67 

移動衛星

（地球か

ら宇宙）

公共業務用（衛星非常用位置指示

無線標識用、航空機用救命無線機

用、航空機用携帯無線機用） 

一般業務用（衛星非常用位置指示

無線標識用、航空機用救命無線機

用、航空機用携帯無線機用） 

衛星非常用位置指示無線標識

用、航空機用救命無線機用又

は航空機用携帯無線機用への

割当ては、406.025ＭＨｚ又は

406.028ＭＨｚに限る。 

406- 

406.1 

 Ｊ66 

 Ｊ67 

移動衛星

（地球か

ら宇宙）

公共業務用（衛星非常用位置指示

無線標識用、航空機用救命無線機

用） 

一般業務用（衛星非常用位置指示

無線標識用、航空機用救命無線機

用） 

衛星非常用位置指示無線標識

用又は航空機用救命無線機用

への割当ては、406.025ＭＨｚ

又は 406.028ＭＨｚに限る。  

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 
 834-836 

J58 

移動 一般業務用 この周波数帯の使用は、

889-891MHz 帯と対の二周波方

式に限る。 

一般業務用の無線局による使

用は、平成 16 年５月 31 日ま

でに限る。 

 

836-838 

J58 

移動 一般業務用（デジタルＭＣＡ陸上

移動通信用） 

この周波数帯の使用は、

891-893MHz 帯と対の二周波方

式に限る。 

一般業務用（デジタルＭＣＡ

陸上移動通信用）の無線局に

よる使用は、平成 19 年５月 31

日までに限る。 

834-838 

J58 

移動 一般業務用（ＭＣＡ陸上移動通信

用） 

この周波数帯の使用は、

889-893MHz帯と対の二周波方

式に限る。また、この使用は、

850-860MHz帯をデジタルＭＣ

Ａ陸上移動通信を行う無線局

に割り当てることを可能とす

るため、同周波数帯の既設の

ＭＣＡ陸上移動通信を行う無

線局の周波数を暫定的に当該

周波数帯の周波数に変更する

場合に限る。 

 

838-840 

J58 

移動 電気通信業務用（携帯無線通信

用） 

この周波数帯の使用は、

893-895MHz帯と対の二周波方

式に限る。 

 

 

838-846 

J58 

移動 電気通信業務用（携帯無線通信

用） 

この周波数帯の使用は、

893-901MHz 帯と対の二周波方

式に限る。 

840-843 

J58 

移動 電気通信業務用（携帯無線通信

用、陸上移動無線データ通信用）

この周波数帯の使用は、

895-898MHz帯と対の二周波方

式に限る。 
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843-846 

J58 

移動 電気通信業務用（携帯無線通信

用） 

この周波数帯の使用は、

898-901MHz帯と対の二周波方

式に限る。 

 

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）  

 

889-891 

J58 

移動 一般業務用 こ の 周 波 数 帯 の 使 用 は

834-836MHz 帯と対の二周波方

式に限る。 

一般業務用の無線局による使

用は、平成 16 年５月 31 日ま

でに限る。 

 

891-893 

J58 

移動 一般業務用（デジタルＭＣＡ陸上

移動通信用） 
この周波数帯の使用は、

836-838MHz 帯と対の二周波方

式に限る。 

一般業務用（デジタルＭＣＡ

陸上移動通信用）の無線局に

よる使用は、平成 19 年５月 31

日までに限る。 

889-893 

J58 

移動 一般業務用（ＭＣＡ陸上移動通信

用） 

この周波数帯の使用は、

834-838MHz帯と対の二周波方

式に限る。 

 

 893-895 

J58 

移動 電気通信業務用（携帯無線通信

用） 

この周波数帯の使用は、

838-840MHz帯と対の二周波方

式に限る。 

 

 

895-898 

J58 

移動 電気通信業務用（携帯無線通信

用、陸上移動無線データ通信用）

この周波数帯の使用は、

840-843MHz帯と対の二周波方

式に限る。 

 

 

893-901 

J58 

移動 電気通信業務用（携帯無線通信

用） 

この周波数帯の使用は、

838-846MHz 帯と対の二周波方

式に限る。 

898-901 

J58 

移動 電気通信業務用（携帯無線通信

用） 

この周波数帯の使用は、

843-846MHz帯と対の二周波方

式に限る。 

 

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）  

 

1465-1468 

J58 

移動 電気通信業務用（携帯無線通信

用） 

一般業務用（ＭＣＡ陸上移動通信

用、デジタルＭＣＡ陸上移動通信

用） 

この周波数帯の使用は、

1513-1516MHz 帯と対の二周波

方式に限る。 

一般業務用（ＭＣＡ陸上移動

通信用、デジタルＭＣＡ陸上

移動通信用）の無線局による

使用は、平成 17 年５月 31 日

までに限る。 

1465-1477 

J58 

移動 一般業務用（ＭＣＡ陸上移動通信

用、デジタルＭＣＡ陸上移動通信

用） 

この周波数帯の使用は、

1513-1525MHz帯と対の二周波

方式に限る。 
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1468-1477 

J58 

移動 一般業務用（ＭＣＡ陸上移動通信

用、デジタルＭＣＡ陸上移動通信

用） 

この周波数帯の使用は、

1516-1525MHz 帯と対の二周波

方式に限る。 

一般業務用（ＭＣＡ陸上移動

通信用、デジタルＭＣＡ陸上

移動通信用）の無線局による

使用は、平成 21 年５月 31 日

までに限る。 

    

 

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）  

 

1513-1516 

J58 
移動 電気通信業務用（携帯無線通信

用） 
一般業務用（ＭＣＡ陸上移動通信

用、デジタルＭＣＡ陸上移動通信

用） 

この周波数帯の使用は、

1465-1468MHz 帯と対の二周波

方式に限る。 

一般業務用（ＭＣＡ陸上移動

通信用、デジタルＭＣＡ陸上

移動通信用）の無線局による

使用は、平成 17 年５月 31 日

までに限る。 

 

 1516-1525 

J58 

移動 一般業務用（ＭＣＡ陸上移動通信

用、デジタルＭＣＡ陸上移動通信

用） 

この周波数帯の使用は、

1468-1477MHz 帯と対の二周波

方式に限る。 

一般業務用（ＭＣＡ陸上移動

通信用、デジタルＭＣＡ陸上

移動通信用）の無線局による

使用は、平成 21 年５月 31 日

までに限る。 

1513-1525 

J58 

移動 一般業務用（ＭＣＡ陸上移動通信

用、デジタルＭＣＡ陸上移動通信

用） 

この周波数帯の使用は、

1465-1477MHz帯と対の二周波

方式に限る。 

 

 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）  
          

国内周波数分配の脚注  国内周波数分配の脚注

Ｊ１～Ｊ65 （略） Ｊ１～Ｊ65 （略） 

Ｊ66 

 移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、小電力の衛星非常用位置指示無線標識、航空機

用救命無線機及び航空機用携帯無線機に限る。 

Ｊ66 

 移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、小電力の衛星非常用位置指示無線標識に限る。 

Ｊ67 

 この周波数帯を使用する衛星非常用位置指示無線標識、航空機用救命無線機及び航空機用携

帯無線機に有害な混信を生じさせる可能性のあるいかなる発射も禁止する。 

Ｊ67 

 この周波数帯を使用する衛星非常用位置指示無線標識に有害な混信を生じさせる可能性の

あるいかなる発射も禁止する。 

Ｊ68～Ｊ210 （略） Ｊ68～Ｊ210 （略） 
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