
 

 
 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 

第 3 表  10GHz – 275GHz 
国  際  分  配  （GHz） 

第一地域 第二地域 第三地域 
国 内 分 配 （GHz） 無 線 局 の 目 的  周 波 数 の 使 用 に 関 す る 条 件  

（１） （２） （３） （４） （５） （６） 

（略） 

10.68-10.7 地球探査衛星（受動） 10.68-10.7  地球探査衛星（受動）   

 電波天文    電波天文   

 宇宙研究（受動）   宇宙研究（受動）   

     

 5.340 5.483     

（略） 

11.7-12.5         11.7-12.1 11.7-12.2 11.7-12.2 放送 放送用  

 固定  固定 5.486  固定  J142 J143 放送衛星 放送用 放送衛星業務用への割当ては別表１－２－１に 

 放送  固定衛星 （宇宙から地球）  移動（航空移動を除く。）    よる。 

 放送衛星    5.484A  放送     

 移動（航空移動を除く。）  移動（航空移動を除く。）  放送衛星     

       

  5.485 5.488      

 12.1-12.2      

  固定衛星（宇宙から地球）      

    5.484A      

       

  5.485 5.488 5.489  5.487 5.487A 5.492     

       

       

       

       

        

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 

第 3 表  10GHz – 275GHz 
国  際  分  配  （GHz） 

第一地域 第二地域 第三地域 
国 内 分 配 （GHz） 無 線 局 の 目 的  周 波 数 の 使 用 に 関 す る 条 件  

（１） （２） （３） （４） （５） （６） 

（略） 

10.68-10.7 地球探査衛星（受動） 10.68-10.7  地球探査衛星（受動）   

 電波天文  J141  電波天文   

 宇宙研究（受動）   宇宙研究（受動）   

     

 S5.340 S5.483     

（略） 

11.7-12.5         11.7-12.1 11.7-12.2 11.7-12.2 放送 放送用  

 固定  固定 5.486  固定  J142 J143 放送衛星 放送用 放送衛星業務用への割当ては別表１－２－１に 

 放送  固定衛星 （宇宙から地球）  移動（航空移動を除く。）    よる。 

 放送衛星    5.484A  放送     

 移動（航空移動を除く。）  移動（航空移動を除く。）  放送衛星     

       

  S5.485 S5.488      

 12.1-12.2      

  固定衛星（宇宙から地球）      

    S5.484A      

       

  S5.485 S5.488 S5.489  S5.487 S5.487A S5.492     

       

       

       

       

        



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
 12.2-12.7 12.2-12.5 12.2-12.5  固定 公共業務用  

  固定 固定   一般業務用  

  移動（航空移動を除く。） 固定衛星（宇宙から地球）   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

  放送 移動（航空移動を除く。）     J144 公共業務用  

  放送衛星 放送   放送事業用（衛星補助放送の放送番組中継用）  

     放送衛星 電気通信業務用 電気通信業務用への割当ては、電気通信役務利 

     放送用 用放送法施行規則（平成 14 年総務省令第５号） 

      第２条第１号に規定する衛星役務利用放送が行 

      われる場合に限る。 

     移動衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

 5.487 5.487A 5.492  5.484A 5.487   公共業務用  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
 12.2-12.7 12.2-12.5 12.2-12.5  固定 公共業務用  

  固定 固定   一般業務用  

  移動（航空移動を除く。） 移動（航空移動を除く。）   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

  放送 放送     J144 J145 公共業務用  

  放送衛星    放送事業用（衛星補助放送の放送番組中継用）  

     放送衛星 J146 電気通信業務用 電気通信業務用への割当ては、電気通信役務利 

     放送用 用放送法施行規則（平成 14 年総務省令第５号） 

      第２条第１号に規定する衛星役務利用放送が行 

      われる場合に限る。 

     移動衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

 S5.487 S5.487A S5.492  S5.484A S5.487 S5.491   公共業務用  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
12.5-12.75  5.487A 5.488 12.5-12.75 12.5-12.75  固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

 固定衛星  5.490 5.492  固定     J144 公共業務用  

（宇宙から地球）5.484A 12.7-12.75  固定衛星   放送衛星 電気通信業務用 電気通信業務用への割当ては、電気通信役務利 

 （地球から宇宙）  固定 （宇宙から地球）5.484A   放送用 用放送法施行規則第２条第１号に規定する衛星 

  固定衛星（地球から宇宙）  移動（航空移動を除く。）    役務利用放送が行われる場合に限る。 

  移動（航空移動を除く。）  放送衛星 5.493   移動衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

 5.494 5.495 5.496     公共業務用  

（略） 

13.75-14             固定衛星（地球から宇宙）5.484A 13.75-14  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                 無線標定  J151 J152    J144 公共業務用  

                 地球探査衛星   放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用及び衛星補助放送  

                 標準周波数報時衛星（地球から宇宙）         の放送番組中継用）  

                 宇宙研究   無線標定 公共業務用  

   無線航行 一般業務用  

  地球探査衛星   

   標準周波数報時衛星 公共業務用  

  （地球から宇宙）   

                 5.499 5.500 5.501 5.502   宇宙研究 公共業務用  

                 5.503   一般業務用  

     

     

     

     

     

     

     

     

      

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
12.5-12.75  S5.487A S5.488 12.5-12.75 12.5-12.75  固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

 固定衛星 S5.490 S5.492  固定     J144 公共業務用  

 （宇宙から地球）S5.484A 12.7-12.75  固定衛星   放送衛星 J146 電気通信業務用 電気通信業務用への割当ては、電気通信役務利 

 （地球から宇宙）  固定 （宇宙から地球）S5.484A   放送用 用放送法施行規則第２条第１号に規定する衛星 

  固定衛星（地球から宇宙）  移動（航空移動を除く。）    役務利用放送が行われる場合に限る。 

  移動（航空移動を除く。）  放送衛星 S5.493   移動衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

 S5.494 S5.495 S5.496     公共業務用  

（略） 

13.75-14             固定衛星（地球から宇宙）S5.484A 13.75-14  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                 無線標定  J151 J152    J144 公共業務用  

                 標準周波数報時衛星（地球から宇宙）  J153  放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用及び衛星補助放送  

                 宇宙研究         の放送番組中継用）  

   無線標定 公共業務用  

   無線航行 一般業務用  

  標準周波数報時衛星 公共業務用  

  （地球から宇宙）   

                 S5.499 S5.500 S5.501 S5.502  宇宙研究 公共業務用  

                 S5.503 S5.503A   一般業務用   

 



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
14-14.25             固定衛星（地球から宇宙）5.457A 5.457B 5.484A 14-14.4 固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                             5.506 5.506B  J144A    J129A J144 公共業務用  

                 無線航行 5.504     J153A 放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用）  

                 移動衛星（地球から宇宙）5.504C 5.506A   移動衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                 宇宙研究     J153B 公共業務用   

      

                 5.504A 5.505      

14.25-14.3            固定衛星（地球から宇宙）5.457A 5.457B 5.484A       

                             5.506 5.506B     

                 無線航行 5.504     

                 移動衛星（地球から宇宙）5.506A 5.508A     

                 宇宙研究     

     

                 5.504A 5.505 5.508 5.509     

14.3-14.4 14.3-14.4 14.3-14.4     

 固定  固定衛星（地球から宇宙）  固定     

 固定衛星（地球から宇宙）    5.457A 5.484A   固定衛星（地球から宇宙）     

   5.457A 5.457B   5.506 5.506B    5.457A 5.484A     

   5.484A 5.506  移動衛星（地球から宇宙）    5.506 5.506B     

   5.506B    5.506A  移動（航空移動を除く。）     

 移動（航空移動を除く。）  無線航行衛星  移動衛星（地球から宇宙）     

 移動衛星（地球から宇宙）     5.506A 5.509A     

   5.506A 5.509A   無線航行衛星     

 無線航行衛星       

       

 5.504A  5.504A  5.504A      

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
14-14.25             固定衛星（地球から宇宙）S5.484A S5.506 14-14.4  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                 無線航行 S5.504  J144A    J144 公共業務用  

                 移動衛星（地球から宇宙）S5.504C    放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用）  

                 宇宙研究   移動衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

   公共業務用   

                 S5.504A S5.505      

14.25-14.3            固定衛星（地球から宇宙）S5.484A S5.506       

                 無線航行 S5.504     

                 移動衛星（地球から宇宙）S5.508A     

                 宇宙研究     

     

                 S5.504A S5.505 S5.508 S5.509     

14.3-14.4 14.3-14.4 14.3-14.4     

 固定  固定衛星（地球から宇宙）  固定     

 固定衛星（地球から宇宙）    S5.484A S5.506  固定衛星（地球から宇宙）     

   S5.484A S5.506  移動衛星（地球から宇宙）    S5.484A S5.506     

 移動（航空移動を除く。）  無線航行衛星  移動（航空移動を除く。）     

 移動衛星（地球から宇宙）   移動衛星（地球から宇宙）     

   S5.509A     S5.509A     

 無線航行衛星   無線航行衛星     

       

 S5.504A  S5.504A  S5.504A      

 



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
14.4-14.47            固定 14.4-14.47 固定 電気通信業務用  

固定衛星（地球から宇宙）5.457A 5.457B 5.484A  J144A  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                             5.506 5.506B     J129A J144 公共業務用  

                 移動（航空移動を除く。）     J153A 放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用）  

                 移動衛星（地球から宇宙）5.506A 5.509A   移動（航空移動を除く。） 電気通信業務用 電気通信業務用での使用は、固定回線の障害時 

                 宇宙研究（宇宙から地球）   公共業務用 等の臨時回線用に限る。 

   移動衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

 

                 5.504A     J153B 公共業務用   

14.47-14.5            固定 14.47-14.5  固定 電気通信業務用  

                 固定衛星（地球から宇宙）5.457A 5.457B 5.484A  J144A  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                             5.506 5.506B     J129A J144 公共業務用  

                 移動（航空移動を除く。）     J153A 放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用）  

                 移動衛星（地球から宇宙）5.504B 5.506A 5.509A   移動（航空移動を除く。） 電気通信業務用 電気通信業務用での使用は、固定回線の障害時 

                 電波天文    等の臨時回線用に限る。 

   移動衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

     J153B 公共業務用  

                 5.149 5.504A   電波天文   

(略) 

17.3-17.7 17.3-17.7 17.3-17.7 17.3-17.7  固定衛星（地球から宇宙） 公共業務用 11.7-12.2GHz 帯を使用した放送衛星局のフィ 

 固定衛星  固定衛星 固定衛星  J158  放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用） ーダリンク用への割当ては、別表１－２－２に 

（地球から宇宙）5.516  （地球から宇宙）5.516  （地球から宇宙）5.516    よる。 

  （宇宙から地球）5.516A  放送衛星  無線標定     

 5.516B  無線標定      

 無線標定       

       

 5.514  5.514 5.515 5.517 5.514     

（略）  

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
14.4-14.47            固定 14.4-14.47 固定 電気通信業務用  

固定衛星（地球から宇宙）S5.484A S5.506  J144A  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                 移動（航空移動を除く。）     J144 公共業務用  

                 移動衛星（地球から宇宙）S5.509A    放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用）  

                 宇宙研究（宇宙から地球）   移動（航空移動を除く。） 電気通信業務用 電気通信業務用での使用は、固定回線の障害時 

   公共業務用 等の臨時回線用に限る。 

   移動衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                 5.504A   公共業務用   

14.47-14.5            固定 14.47-14.5  固定 電気通信業務用  

                 固定衛星（地球から宇宙）S5.484A S5.506  J144A  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                 移動（航空移動を除く。）     J144 公共業務用  

                 移動衛星（地球から宇宙）S5.504B S5.509A   放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用）  

                 電波天文   移動（航空移動を除く。） 電気通信業務用 電気通信業務用での使用は、固定回線の障害時 

    等の臨時回線用に限る。 

   移動衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

   公共業務用  

                 S5.149 S5.504A   電波天文   

(略) 

17.3-17.7 17.3-17.7 17.3-17.7 17.3-17.7  固定衛星（地球から宇宙） 公共業務用 11.7-12.2GHz 帯を使用した放送衛星局のフィ 

 固定衛星  固定衛星 固定衛星  J158  放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用） ーダリンク用への割当ては、別表１－２－２に 

（地球から宇宙）S5.516 （地球から宇宙）S5.516  （地球から宇宙）S5.516    よる。 

 無線標定  放送衛星  無線標定     

  無線標定      

       

 S5.514  S5.514 S5.515 S5.517 S5.514     

（略）  

 



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
18.1-18.4            固定 18.1-18.4  固定 電気通信業務用  

                 固定衛星（宇宙から地球）5.484A 5.516B  J160  移動 公共業務用  

                     （地球から宇宙）5.520   固定衛星 電気通信業務用  

                 移動   （宇宙から地球）J144 公共業務用  

   （地球から宇宙）J159   

 

      

                 5.519 5.521      

18.4-18.6            固定 18.4-18.57  固定 電気通信業務用  

                 固定衛星（宇宙から地球）5.484A 5.516B    移動 公共業務用  

                 移動   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

     J144 公共業務用  

 18.57-18.6  固定 公共業務用  

   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

     J144 公共業務用  

18.6-18.8 18.6-18.8 18.6-18.8 18.6-18.72  地球探査衛星（受動）   

 地球探査衛星（受動）  地球探査衛星（受動）  地球探査衛星（受動）  J161A  固定 電気通信業務用（エントランス回線用）  

 固定  固定  固定   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

 固定衛星（宇宙から地球）  固定衛星（宇宙から地球）  固定衛星（宇宙から地球）     J161B 公共業務用  

   5.522B    5.516B 5.522B    5.522B   宇宙研究（受動）   

 移動（航空移動を除く。）  移動（航空移動を除く。）  移動（航空移動を除く。） 18.72-18.8  地球探査衛星（受動）   

 宇宙研究（受動）  宇宙研究（受動）  宇宙研究（受動）  J161A  固定 電気通信業務用  

     固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

       J161B 公共業務用  

     移動（航空移動を除く。） 電気通信業務用  

 5.522A 5.522C  5.522A  5.522A   宇宙研究（受動）    

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
18.1-18.4            固定 18.1-18.4  固定 電気通信業務用  

                 固定衛星（宇宙から地球）S5.484A  J160  移動 公共業務用  

                     （地球から宇宙）S5.520   固定衛星 電気通信業務用  

                 移動   （宇宙から地球）J144 公共業務用  

   （地球から宇宙）J159   

 

         

                 S5.519 S5.521      

18.4-18.6            固定 18.4-18.57  固定 電気通信業務用  

                 固定衛星（宇宙から地球）S5.484A     移動 公共業務用  

                 移動   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

     J144 公共業務用  

 18.57-18.6  固定 公共業務用  

   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

     J144 公共業務用  

18.6-18.8 18.6-18.8 18.6-18.8 18.6-18.72  地球探査衛星（受動）   

 地球探査衛星（受動）  地球探査衛星（受動）  地球探査衛星（受動）  J161A  固定 電気通信業務用（エントランス回線用）  

 固定  固定  固定   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

 固定衛星（宇宙から地球）  固定衛星（宇宙から地球）  固定衛星（宇宙から地球）     J161B 公共業務用  

   S5.522B    S5.522B    S5.522B   宇宙研究（受動）   

 移動（航空移動を除く。）  移動（航空移動を除く。）  移動（航空移動を除く。） 18.72-18.8  地球探査衛星（受動）   

 宇宙研究（受動）  宇宙研究（受動）  宇宙研究（受動）  J161A  固定 電気通信業務用  

     固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

       J161B 公共業務用  

     移動（航空移動を除く。） 電気通信業務用  

 S5.522A S5.522C  S5.522A  S5.522A   宇宙研究（受動）    

 



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
18.8-19.3            固定 18.8-19.22  固定 電気通信業務用  

                 固定衛星（宇宙から地球）5.516B 5.523A   移動   

                 移動   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

     J163 公共業務用  

 19.22-19.3  固定 電気通信業務用  

 

   移動 公共業務用   

   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

     J163 公共業務用  

（略） 

 

 

19.7-20.1           19.7-20.1 19.7-20.1 19.7-20.1  固定 J168 電気通信業務用  

 固定衛星（宇宙から地球）  固定衛星（宇宙から地球）  固定衛星（宇宙から地球）    固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

   5.484A 5.516B    5.484A 5.516B    5.484A 5.516B  J144 J168A 公共業務用  

 移動衛星（宇宙から地球）  移動衛星（宇宙から地球）  移動衛星（宇宙から地球）   移動衛星（宇宙から地球）  電気通信業務用  

      公共業務用  

  5.524 5.525 5.526    移動 J168 電気通信業務用  

 5.524  5.527 5.528 5.529  5.524     

20.1-20.2            固定衛星（宇宙から地球）5.484A 5.516B 20.1-20.2  固定 J168 電気通信業務用  

                 移動衛星（宇宙から地球）  J169 J170  固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

  J171 J172    J144 J168A 公共業務用  

   移動衛星（宇宙から地球）   

                5.524 5.525 5.526 5.527 5.528   移動 J168 電気通信業務用  

（略）  

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
18.8-19.3            固定 18.8-19.22  固定 電気通信業務用  

                 固定衛星（宇宙から地球）S5.523A   移動   

                 移動   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

     J163 公共業務用  

 19.22-19.3  固定 電気通信業務用  

 

   移動 公共業務用   

   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

     J163 公共業務用  

（略） 

 

 

19.7-20.1           19.7-20.1 19.7-20.1 19.7-20.1  固定 J168 電気通信業務用  

 固定衛星（宇宙から地球）  固定衛星（宇宙から地球）  固定衛星（宇宙から地球）    固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

   S5.484A    S5.484A     S5.484A   J144 公共業務用  

 移動衛星（宇宙から地球）  移動衛星（宇宙から地球）  移動衛星（宇宙から地球）   移動衛星（宇宙から地球）  電気通信業務用  

      公共業務用  

  S5.524 S5.525 S5.526    移動 J168 電気通信業務用  

 S5.524  S5.527 S5.528 S5.529  S5.524     

20.1-20.2            固定衛星（宇宙から地球）S5.484A  20.1-20.2  固定 J168 電気通信業務用  

                 移動衛星（宇宙から地球）  J169 J170  固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

  J171 J172    J144 公共業務用  

   移動衛星（宇宙から地球）   

                S5.524 S5.525 S5.526 S5.527 S5.528   移動 J168 電気通信業務用  

（略）  

 



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
21.4-22 21.4-22 21.4-22 21.4-22  固定 公共業務用  

 固定  固定  固定   移動   

 移動  移動  移動   放送衛星 J83A J173 放送用  

 放送衛星 5.347A 5.530   放送衛星 5.347A 5.530   放送   

       

   5.531     

（略） 

24.65-24.75 24.65-24.75 24.65-24.75 24.65-24.75  固定 電気通信業務用  

 固定  衛星間  固定   移動 公共業務用  

 

 衛星間  無線標定衛星（地球から宇宙）  衛星間   一般業務用   

  移動   衛星間 J175 電気通信業務用  

     公共業務用  

   5.533     

 

 

24.75-25.25 24.75-25.25 24.75-25.25 24.75-25.25  移動 小電力業務用（小電力データ通信システム用） 小電力データ通信システム用への割当ては、別 

 固定  固定衛星（地球から宇宙）  固定    表６－３－４による。 

    5.535  固定衛星（地球から宇宙）     

     5.535   固定衛星（地球から宇宙）  電気通信業務用  

   移動     J176 公共業務用  

     放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用）  

（略）  

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
21.4-22 21.4-22 21.4-22 21.4-22  固定 公共業務用  

 固定  固定  固定   移動   

 移動  移動  移動   放送衛星 J173 放送用  

 放送衛星 S5.530   放送衛星 S5.530   放送   

       

   S5.531     

（略） 

24.65-24.75 24.65-24.75 24.65-24.75 24.65-24.75  固定 電気通信業務用  

 固定  衛星間  固定   移動 公共業務用  

 

 衛星間  無線標定衛星（地球から宇宙）  衛星間   一般業務用   

  移動   衛星間 J175 電気通信業務用  

     公共業務用  

   S5.533 S5.534     

 

 

24.75-25.25 24.75-25.25 24.75-25.25 24.75-25.25  移動 小電力業務用（小電力データ通信システム用） 小電力データ通信システム用への割当ては、別 

 固定  固定衛星（地球から宇宙）  固定     表６－３－４による。 

    S5.535   固定衛星（地球から宇宙）     

     S5.535   固定衛星（地球から宇宙）  電気通信業務用  

   移動     J176 公共業務用  

     放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用）  

   S5.534     

（略）  

 



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
25.5-27             地球探査衛星（宇宙から地球）5.536A 5.536B 25.5-27  地球探査衛星 公共業務用  

                 固定   （宇宙から地球）J178 一般業務用  

                 衛星間 5.536   固定 電気通信業務用  

                移動   衛星間 J177 電気通信業務用  

                宇宙研究（宇宙から地球）5.536A 5.536C   公共業務用  

                 標準周波数報時衛星（地球から宇宙）   移動 J173A 電気通信業務用（加入者系無線アクセス通信用） 加入者系無線アクセス通信用への割当ては、別 

    表７－１による。 

  宇宙研究（宇宙から地球） 公共業務用  

  J178 一般業務用  

   標準周波数報時衛星 公共業務用  

   （地球から宇宙）   

（略） 

27.5-28.5            固定 5.537A 27.5-28.5  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                 固定衛星（地球から宇宙）5.484A 5.516B 5.539  J181 J182    J144 J168A J180 公共業務用  

                 移動   固定 J182A 電気通信業務用  

   移動 公共業務用  

                 5.538 5.540   一般業務用  

 

28.5-29.1            固定 28.5-29.1  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用   

                 固定衛星（地球から宇宙）5.484A 5.516B 5.523A 5.539  J182    J144 J163 J168A 公共業務用  

                 移動     J180   

                 地球探査衛星（地球から宇宙）5.541   地球探査衛星 公共業務用  

   （地球から宇宙）J183 一般業務用  

 

 

   固定 電気通信業務用  

   移動 公共業務用  

                 5.540   一般業務用  

（略）  

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
25.5-27             地球探査衛星（宇宙から地球）S5.536A S5.536B 25.5-27  地球探査衛星 公共業務用  

                 固定   （宇宙から地球）J178 一般業務用  

                 衛星間 S5.536   固定 電気通信業務用  

                移動   衛星間 J177 電気通信業務用  

                標準周波数報時衛星（地球から宇宙）   公共業務用  

   移動 J173A 電気通信業務用（加入者系無線アクセス通信用） 加入者系無線アクセス通信用への割当ては、別 

    表７－１による。 

   標準周波数報時衛星 公共業務用  

   （地球から宇宙）   

（略） 

27.5-28.5            固定 S5.537A 27.5-28.5  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                 固定衛星（地球から宇宙）S5.484A S5.539  J181 J182    J144 J180 公共業務用  

                 移動   固定 J182A 電気通信業務用  

                    移動 公共業務用  

                 S5.538 S5.540   一般業務用  

 

28.5-29.1            固定 28.5-29.1  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用   

                 固定衛星（地球から宇宙）S5.484A S5.523A S5.539  J182    J144 J163 J180 公共業務用 

                 移動    

 

                 地球探査衛星（地球から宇宙）S5.541   地球探査衛星 公共業務用  

   （地球から宇宙）J183 一般業務用  

 

 

   固定 電気通信業務用  

   移動 公共業務用  

                 S5.540   一般業務用  

（略）  

 



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
29.1-29.5            固定 29.1-29.5  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                 固定衛星（地球から宇宙）5.516B 5.523C 5.523E 5.535A  J182    J166 J167 J168A 公共業務用  

                             5.539 5.541A     J180 J184 J185   

                 移動   地球探査衛星 公共業務用  

                 地球探査衛星（地球から宇宙）5.541   （地球から宇宙）J183 一般業務用  

   固定 電気通信業務用  

   移動 公共業務用  

                 5.540   一般業務用  

29.5-29.9 29.5-29.9 29.5-29.9 29.5-29.9  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

固定衛星（地球から宇宙）  固定衛星（地球から宇宙）  固定衛星（地球から宇宙）  J182    J144 J168A 公共業務用  

   5.484A 5.516B 5.539    5.484A 5.516B 5.539    5.484A 5.516B 5.539   地球探査衛星 電気通信業務用  

 地球探査衛星（地球から宇宙） 移動衛星（地球から宇宙） 地球探査衛星（地球から宇宙）   （地球から宇宙）J183 公共業務用  

   5.541  地球探査衛星（地球から宇宙） 5.541   固定 J186 一般業務用  

 移動衛星（地球から宇宙）    5.541  移動衛星（地球から宇宙）   移動 J186   

      移動衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

  5.525 5.526 5.527 5.529    公共業務用  

5.540 5.542  5.540 5.542 5.540 5.542     

29.9-30              固定衛星（地球から宇宙）5.484A 5.516B 5.539 29.9-30  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                 移動衛星（地球から宇宙）  J169 J170 171    J144 J168A 公共業務用  

                 地球探査衛星（地球から宇宙）5.541 5.543  J181 J182  移動衛星（地球から宇宙）   

     

 

   地球探査衛星 公共業務用   

   （地球から宇宙）J183 J187 一般業務用  

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542     

（略） 

 

 

 

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
29.1-29.5            固定 29.1-29.5  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                 固定衛星（地球から宇宙）S5.523C S5.523E S5.535A S5.539  J182    J166 J167 J180 公共業務用  

                                         S5.541A     J184 J185   

                 移動   地球探査衛星 公共業務用  

                 地球探査衛星（地球から宇宙）S5.541   （地球から宇宙）J183 一般業務用  

   固定 電気通信業務用  

   移動 公共業務用  

                 S5.540   一般業務用  

29.5-29.9 29.5-29.9 29.5-29.9 29.5-29.9  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

固定衛星（地球から宇宙）  固定衛星（地球から宇宙）  固定衛星（地球から宇宙）  J182    J144 公共業務用  

   S5.484A S5.539    S5.484A S5.539    S5.484A S5.539   地球探査衛星 電気通信業務用  

 地球探査衛星（地球から宇宙） 移動衛星（地球から宇宙） 地球探査衛星（地球から宇宙）   （地球から宇宙）J183 公共業務用  

   S5.541  地球探査衛星（地球から宇宙） S5.541   固定 J186 一般業務用  

 移動衛星（地球から宇宙）    S5.541  移動衛星（地球から宇宙）   移動 J186   

      移動衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

  S5.525 S5.526 S5.527    公共業務用  

S5.540 S5.542  S5.529 S5.540 S5.542 S5.540 S5.542     

29.9-30              固定衛星（地球から宇宙）S5.484A S5.539 29.9-30  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

                 移動衛星（地球から宇宙）  J169 J170 171    J144 公共業務用  

                 地球探査衛星（地球から宇宙）S5.541 S5.543  J181 J182  移動衛星（地球から宇宙）   

     

 

   地球探査衛星 公共業務用   

   （地球から宇宙）J183 J187 一般業務用  

S5.525 S5.526 S5.527 S5.538 S5.540 S5.542     

(略) 

 

 

 

 



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
31.8-32             固定 5.547A 31.8-32  固定 J190 電気通信業務用  

                 無線航行  J189 J191  公共業務用  

                 宇宙研究（深宇宙)（宇宙から地球）   一般業務用  

   無線航行 公共業務用  

   宇宙研究（深宇宙） 一般業務用  

   （宇宙から地球）   

   移動 電気通信業務用  

   公共業務用  

                 5.547 5.547B 5.548   一般業務用  

32-32.3             固定 5.547A 32-32.3  固定 J190 電気通信業務用  

                 無線航行  J189 J191  公共業務用  

                 宇宙研究（深宇宙）（宇宙から地球）   一般業務用  

   無線航行 公共業務用  

    宇宙研究（深宇宙） 一般業務用  

   （宇宙から地球）   

   移動 電気通信業務用  

   公共業務用  

                 5.547 5.547C 5.548   一般業務用  

（略） 

35.5-36             気象援助 35.5-36  気象援助 公共業務用  

 

                 地球探査衛星（能動）  J191A  地球探査衛星（能動） 一般業務用   

                 無線標定   無線標定   

                 宇宙研究（能動）   宇宙研究（能動）   

     

                 5.549 5.549A     

（略） 

 

 

 

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
31.8-32             固定 S5.547A 31.8-32  固定 J190 電気通信業務用  

                 無線航行  J189 J191  公共業務用  

                 宇宙研究（深宇宙)（宇宙から地球）   一般業務用  

   無線航行 公共業務用  

   宇宙研究（深宇宙） 一般業務用  

   （宇宙から地球）   

   移動 電気通信業務用  

   公共業務用  

                 S5.547 S5.547B S5.548   一般業務用  

32-32.3             固定 S5.547A 32-32.3  固定 J190 電気通信業務用  

                 衛星間  J189 J191  公共業務用  

                 無線航行   一般業務用  

                 宇宙研究（深宇宙）（宇宙から地球）   衛星間 電気通信業務用  

   公共業務用  

   無線航行 公共業務用  

    宇宙研究（深宇宙） 一般業務用  

   （宇宙から地球）   

   移動 電気通信業務用  

   公共業務用  

                 S5.547 S5.547C S5.548   一般業務用  

（略） 

35.5-36             気象援助 35.5-36  気象援助 公共業務用  

 

                 地球探査衛星（能動）  J192  地球探査衛星（能動） 一般業務用   

                 無線標定   無線標定   

                 宇宙研究（能動）   宇宙研究（能動）   

     

                 S5.549 S5.551A     

（略） 

 

 

 

 



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
37.5-38             固定 37.5-38  固定 電気通信業務用（PHS 用エントランス回線用）  

                 固定衛星（宇宙から地球）  J189  公共業務用  

                 移動   一般業務用  

                 宇宙研究（宇宙から地球）   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

                 地球探査衛星（宇宙から地球）   公共業務用  

   移動 電気通信業務用  

   公共業務用  

   一般業務用  

   宇宙研究（宇宙から地球） 公共業務用  

   一般業務用  

   地球探査衛星 公共業務用  

5.547   （宇宙から地球） 一般業務用  

38-39.5             固定  38-39.5  固定 電気通信業務用（PHS エントランス回線用）  

                 固定衛星（宇宙から地球）  J189  公共業務用  

                 移動   一般業務用  

                 地球探査衛星（宇宙から地球）    固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

    公共業務用  

   移動 J173A 電気通信業務用（加入者系無線アクセ通信用） 加入者系無線アクセス通信用への割当ては、別 

    表７－１による。 

   地球探査衛星 公共業務用  

                5.547   （宇宙から地球） 一般業務用    

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
37.5-38             固定 37.5-38  固定 電気通信業務用（PHS 用エントランス回線用）  

                 固定衛星（宇宙から地球）  J189 J192A  公共業務用  

                 移動    一般業務用  

                 宇宙研究（宇宙から地球）   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

                 地球探査衛星（宇宙から地球）   公共業務用  

   移動 電気通信業務用  

   公共業務用  

   一般業務用  

   宇宙研究（宇宙から地球） 公共業務用  

   一般業務用  

   地球探査衛星 公共業務用  

S5.551AA S5.547   （宇宙から地球） 一般業務用  

38-39.5             固定  38-39.5  固定 電気通信業務用（PHS エントランス回線用）  

                 固定衛星（宇宙から地球）  J189 J192A  公共業務用  

                 移動   一般業務用  

                 地球探査衛星（宇宙から地球）    固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

   公共業務用  

   移動 J173A 電気通信業務用（加入者系無線アクセス通信用） 加入者系無線アクセス通信用への割当ては、別 

    表７－１による。 

                    地球探査衛星 公共業務用  

                S5.551AA S5.547   （宇宙から地球） 一般業務用    

 



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
39.5-40             固定 39.5-40  固定 電気通信業務用  

                 固定衛星（宇宙から地球）5.516B  J189  移動 公共業務用  

                 移動   一般業務用  

                 移動衛星（宇宙から地球）   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

                 地球探査衛星（宇宙から地球）   移動衛星（宇宙から地球） 公共業務用  

   地球探査衛星 公共業務用  

   （宇宙から地球） 一般業務用 

                 5.547    

 

40-40.5             地球探査衛星（地球から宇宙） 40-40.5  固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

                 固定  J168A 公共業務用  

                 固定衛星（宇宙から地球）5.516B   移動衛星（宇宙から地球）   

                 移動   地球探査衛星 公共業務用  

                 移動衛星（宇宙から地球）   （地球から宇宙） 一般業務用  

                 宇宙研究（地球から宇宙）   宇宙研究（地球から宇宙）   

                 地球探査衛星（宇宙から地球）   地球探査衛星 公共業務用  

   （宇宙から地球） 一般業務用  

40.5-41 40.5-41 40.5-41 40.5-41 固定 公共業務用  

 固定  固定  固定  放送事業用 

 固定衛星（宇宙から地球）  固定衛星（宇宙から地球）  固定衛星（宇宙から地球） 

 J189 

  

 

 放送    5.516B  放送   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

 放送衛星  放送  放送衛星   公共業務用  

 移動  放送衛星  移動   放送 放送用  

 移動  放送衛星  

 移動衛星（宇宙から地球） 

  

 

  

      移動 放送事業用  

       

       

 5.547  5.547  5.547      

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
39.5-40             固定 39.5-40  固定 電気通信業務用   

                 固定衛星（宇宙から地球）  J189 J192A  移動 公共業務用   

                 移動   一般業務用  

                 移動衛星（宇宙から地球）   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

                 地球探査衛星（宇宙から地球）   移動衛星（宇宙から地球） 公共業務用  

   地球探査衛星 公共業務用  

   （宇宙から地球） 一般業務用  

                 S5.551AA S5.547     

 

 

40-40.5             地球探査衛星（地球から宇宙） 40-40.5  固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

                 固定   移動衛星（宇宙から地球） 公共業務用  

                 固定衛星（宇宙から地球）   地球探査衛星 公共業務用  

                 移動   （地球から宇宙） 一般業務用  

                 移動衛星（宇宙から地球）   宇宙研究（地球から宇宙）   

                 宇宙研究（地球から宇宙）   地球探査衛星 公共業務用  

                 地球探査衛星（宇宙から地球）   （宇宙から地球） 一般業務用  

40.5-41 40.5-41 40.5-41 40.5-41 固定 公共業務用  

 固定  固定  固定  J189  放送事業用  

 固定衛星（宇宙から地球）  固定衛星（宇宙から地球）  固定衛星（宇宙から地球）     

 放送  放送  放送   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

 放送衛星  放送衛星  放送衛星   公共業務用  

 移動  移動  移動   放送 放送用  

  移動衛星（宇宙から地球）    放送衛星   

       

      移動 放送事業用  

 S5.547  S5.547  S5.547       

 



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
41-42.5             固定 41-42.5  固定 公共業務用  

                 固定衛星（宇宙から地球）5.516B  J189 J195  放送事業用  

                 放送  J195B J195C    

                放送衛星   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

                 移動   公共業務用  
 

   放送 放送用   

   放送衛星   

     

   移動 放送事業用  

                 5.547 5.551F 5.551H 5.551I     

（略） 

 

 

 

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
41-42.5             固定 41-42.5  固定 公共業務用  

                 固定衛星（宇宙から地球）  J189 J192A  放送事業用  

                 放送  J195 J195A    

                放送衛星   固定衛星（宇宙から地球） 電気通信業務用  

                 移動   公共業務用  
 

   放送 放送用   

   放送衛星   

     

   移動 放送事業用  

                 S5.547 S5.551AA S5.551F 5.551G     

（略） 

 

 

 

 



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
47.2-47.5            固定 47.2-47.5  固定 電気通信業務用  

                 固定衛星（地球から宇宙）5.552  J198 J199  公共業務用  

                 移動   固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

   公共業務用  

                 5.552A   放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用）  

47.5-47.9 47.5-47.9 47.5-47.9  固定 電気通信業務用  

 固定  固定 J198  公共業務用  

 固定衛星  固定衛星（地球から宇宙）5.552   固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

 （地球から宇宙）5.552  移動   公共業務用  

（宇宙から地球）5.516B    放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用）  

         5.554A      

 移動      

47.9-48.2             固定 47.9-48.2  固定 電気通信業務用  

                 固定衛星（地球から宇宙）5.552  J198 J199  公共業務用  

                 移動   固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

    公共業務用  

                 5.552A   放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用）   

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
47.2-50.2            固定 47.2-50.2  固定 電気通信業務用  

                 固定衛星（地球から宇宙）S5.552  J32 J198  公共業務用  

                 移動  J199 J200  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

   公共業務用  

                 S5.149 S5.340 S5.552A S5.555   放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用）   

 



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
48.2-48.54           48.2-50.2 48.2-50.2  固定 電気通信業務用  

 固定  固定 J32 J198  公共業務用  

 固定衛星  固定衛星（地球から宇宙）5.516B 5.552  J200  固定衛星（地球から宇宙） 電気通信業務用  

（地球から宇宙）5.552 移動   公共業務用  

（宇宙から地球）5.516B    放送事業用（放送衛星局のフィーダリンク用）  
 

5.554A 5.555B       

 移動      

48.54-49.44      

 固定      

 固定衛星      

（地球から宇宙）5.552      

 

 移動      

      

 5.149 5.340 5.555      

49.44-50.2      

 固定      

 固定衛星      

 （地球から宇宙）5.552      

（宇宙から地球）5.516B      

5.554A 5.555B      

 移動  5.149 5.340 5.555      

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 

 



 

 

変 

 

 

 

更 

 

 

 

案 

 
50.2-50.4            地球探査衛星（受動） 50.2-50.4  地球探査衛星（受動）   

                 宇宙研究（受動）  J80  宇宙研究（受動）   

      

                 5.340     

（略） 

182-185             地球探査衛星（受動） 182-185  地球探査衛星（受動）   

                 電波天文  J80  電波天文   

                 宇宙研究（受動）   宇宙研究（受動）   

     

                 5.340     
 

 

現 

 

 

 

 

 

 

 

行 

 
50.2-50.4            地球探査衛星（受動） 50.2-50.4  地球探査衛星（受動）   

                 宇宙研究（受動）  J80  宇宙研究（受動）   

     

                 S5.340 S5.555A     

（略） 

182-185             地球探査衛星（受動） 182-185  地球探査衛星（受動）   

                 電波天文  J80 電波天文   

                 宇宙研究（受動）   宇宙研究（受動）   

     

                 S5.340 S5.563      

 


