
資料１８－２－１ 
 

情報通信技術分科会報告 

平成２０年２月１５日 

 

１．会議の開催状況 

前回の報告時（平成１８年８月１日）以降の、会議の開催状況は以下のとおり 

・情報通信技術分科会 ：１４回開催（第４３回～第５６回） 

  ・ＩＴＵ－Ｒ部会   ： ５回開催（第 ８回～第１２回） 

  ・ＩＴＵ－Ｔ部会   ： ３回開催（第 ９回～第１１回） 

 

２．審議件数 

答申事項１８件 

主な審議事項 

・「放送システムに関する技術的条件」のうち「地上デジタル放送の中継局に関す

る技術的条件」について 

・「電波の有効利用のための技術的条件」のうち「VHF/UHF 帯における電波の有効

利用のための技術的条件」について 

・「ネットワークの IP 化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「ネ

ットワークの IP 化に対応した安全・信頼性対策に関する事項」について 

 

報告事項２０件 

主な報告事項 

・ 国際電気通信連合（ITU）2007 年無線通信総会（RA-07）の結果について 

・ 国際電気通信連合（ITU）2007 年世界無線通信会議（WRC-07）の結果について 

・ ＩＴＵ－Ｒ部会及びＩＴＵ－Ｔ部会の審議状況報告 
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３．分科会の主な審議内容 

【答申案件】（平成１８年８月１日以降）計１８件 
答申年月日 審 議 事 項 
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「携帯電話等の周波数有効利用方策」のうち「1.5GHz帯の周波

数有効利用のための技術的条件」について 

平成 18 年 12 月 21 日 

（第 44 回） 

[概要]  

近年、携帯電話の第２世代から第３世代への移行が急速に進展している

ことから、1.5GHz帯周波数を再編し第３世代用の周波数を新たに確保す

るために、1.5GHz帯に第３世代携帯電話を導入する場合の隣接システム

との共用条件、1.5GHz帯の再編シナリオ並びに 1.5GHz帯第３世代携帯

電話及びエントランス回線の技術的条件について一部答申したもの。 

 

「5GHz 帯の無線アクセスシステムの技術的条件」のうち「高

速無線 LAN の技術的条件」について 

[概要]  

簡易かつ安価に家庭・オフィス内にインターネット接続環境を展開でき

る無線 LAN が急速に普及しており、また ADSL の高速化や FTTH の進展に

合わせ、公衆無線スポットや家庭・オフィスまでのインターネット接続

といった無線アクセスシステムに対して、より高速通信が求められてい

ることから、無線 LAN の更なる高速化のための技術的条件について一部

答申したもの。 

「2.5GHz 帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの技

術的条件」のうち「20MHzシステム及び FWA システムを除く広

帯域移動無線アクセスシステムの技術的条件」について 

[概要]  

無線システムにおいて、第３世代携帯電話等により音声のみならずデー

タ通信サービスが提供されているが、第３世代携帯電話のデータ伝送速

度を上回る高度な移動通信サービスを享受したいとの要望が高まって

いること等、広帯域移動無線アクセスシステムに対するニーズが高まっ

てきていることから、2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシス

テムの技術的条件について一部答申したもの。 

「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち

「ラジオマイクの高度化に向けた技術的条件」について 

平成 19 年 1 月 24 日 

（第 46 回） 

 [概要]  

 75MHz帯で使用されている補聴援助用ラジオマイクに関して、近年のシ

ステムの小型化等、利便性を高めるために新たな周波数帯を用いた補聴

援助用ラジオマイクの導入が求められていることから、169MHz帯を用い

た補聴援助用ラジオマイクの制度化を図ること、特定小電力無線設備と

して使用されている 800MHz帯ラジオマイクにおいて、今後、需要の増

加やニーズの多様化等から周波数の逼迫が想定されるため、高い音声品



質を保持しつつ、将来的な需要を十分満足できるよう周波数利用効率を

高めるためにデジタル方式の導入を図ること、以上の２点について、導

入のために必要な技術的条件を一部答申したもの。 

「ネットワークの IP 化に対応した電気通信設備に係る技術的

条件」のうち「0AB～J 番号を使用する IP 電話の基本的事項に

関する技術的条件」について 

[概要]  

技術革新や競争政策等の推進により、世界最速・最安のブロードバンド

環境が実現し、インターネット上で提供される IP 電話等の新しいサー

ビスが急速に普及・拡大してきている一方で、IP ネットワークはネッ

トワーク構成が現行のアナログ電話ネットワークと異なることから、ネ

ットワークの IP 化に対応するために必要な検討課題のうち、0AB～J 番

号を使用する IP 電話の基本的事項に関する技術的条件について、サー

ビス機能や通信品質、ネットワークの安全性・信頼性、相互接続性・運

用性等を適切に確保するための技術的条件を一部答申したもの。 

「放送システムに関する技術的条件」のうち「地上デジタル放

送の中継局に関する技術的条件」について 

[概要]  

2011 年の地上テレビ放送の完全デジタル化に向け、2006 年 12 月までに

全国の都道府県庁所在地において地上デジタル放送が開始されており、

2007 年度以降、全国の中継局整備が本格化されることから、その迅速

な整備に資する中継局の技術的条件について一部答申したもの。 

                  3

「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち「FTTH 等の

伝送帯域の拡大に伴うBS-IF等パススルー伝送並びに情報源符

号化方式及び伝送路符号化方式の高度化に関する技術的条件」

について 

平成 19 年 3 月 28 日 

（第 47 回） 

[概要]  

①FTTH 等のケーブルテレビにおける BS-IF 等パススルー伝送の技術的

条件 

②ケーブルテレビにおける情報源符号化方式として H.264 を用いた放

送を伝送するための技術的条件 

③ケーブルテレビの伝送路の大容量化のための高能率伝送路符号化方

式（256QAM 等）の採用に関する技術的条件 

以上、３点に関する技術的条件を一部答申したもの。 

「2.5GHz帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの技

術的条件」のうち「高利得ＦＷＡシステムの技術的条件」につ

いて 

平成 19 年 4 月 26 日 

（第 48 回） 

[概要]  

広帯域移動無線アクセス（BWA）システムを地域のブロードバンド整備
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のために固定的に利用するため必要となる高利得 FWA システムについ

て、導入のための技術的条件及び共用条件や、異なる事業者が同一周波

数を使用し地域的に隣接する場合の共用条件等を一部答申したもの。 

「ネットワークの IP 化に対応した電気通信設備に係る技術的

条件」のうち「ネットワークの IP 化に対応した安全・信頼性

対策に関する事項」について 

平成 19 年 5 月 24 日 

（第 49 回） 

[概要]  

ネットワークの IP 化が進展し、様々な新しい IP 系サービスの利用が拡

大する一方で、IP 系サービスにおける通信障害などの事故件数が増加

する傾向及び事故の特徴が従来の電話ネットワークとは異なってきて

いる状況にかんがみ、ネットワークの IP 化に対応した安全・信頼性対

策として、 

① 組織・体制、人材育成等に関する対策 

② 情報通信ネットワーク管理に関する対策 

③ 情報通信ネットワーク設備・環境基準等に関する対策 

について一部答申したもの。 

「電波の有効利用のための技術的条件」のうち「VHF/UHF 帯に

おける電波の有効利用のための技術的条件」について 

平成 19 年 6 月 27 日 

（第 50 回） 

 [概要]  

地上アナログテレビジョン放送のデジタル化完了により、空き周波数と

なる VHF/UHF 帯の周波数について、平成 18 年 3 月 27 日から同年 4 月

27 日までの間、総務省において実施した「VHF/UHF 帯に導入を計画また

は想定している具体的システムの提案募集」の募集結果及びその他の前

提条件に基づき、適切な周波数配置等 VHF/UHF 帯の電波の有効利用方策

につながる技術的条件について一部答申したもの。 

「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち

「音声及びテレビジョン放送受信機並びに関連機器の無線妨

害波特性の許容値及び測定法」、「情報技術装置からの無線妨害

波特性の許容値及び測定法」 及び「無線妨害波及びイミュニ

ティ測定装置の技術的条件」について 

[概要] 

電波利用が拡大し、高機能な各種電気機器の普及に伴い、電気・電子機

器が無線通信システムの運用に妨害を与えたり、無線通信システムの利

用が電気・電子機器の機能に障害を与えることが問題となっていること

から、無線システムへの妨害や電気・電子機器への障害を防止するため、

各種の無線妨害波に関する許容値及び測定法等技術的条件について、一

部答申したもの。 

「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち

「2007 シドニー総会の対処方針」について 

平成 19 年 7 月 26 日 

（第 51 回） 

 

 

 

 

 

[概要]  



ＣＩＳＰＲ委員会から報告があった対処方針（案）を了承し、一部答申

したもの。 

「携帯電話等の周波数有効利用方策」のうち「携帯電話用及び

PHS 用小電力レピータの技術的条件」について 

[概要]  

屋内における携帯電話等の圏外の解消、不法中継装置の設置防止を促進

するため、携帯電話事業者等が自宅や店舗等に安価でかつ迅速に設置す

ることが可能な小型レピータの導入が期待されている状況を受け、携帯

電話用及び PHS 用の小電力レピータの技術的条件について一部答申し

たもの 
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「航空無線通信の技術的諸問題」のうち「航空監視システム及

び航空無線電話システム等の高度化に係る無線設備の技術的

条件」のうち「ＡＤＳ－Ｂに係る無線設備の技術的条件」につ

いて 

平成 19 年 9 月 26 日 

（第 53 回） 

 

 

 [概要] 

航空機の安全運航を確保するために必要不可欠な通信手段として活用

されている航空無線通信のうち、航空機の位置情報等を取得するための

重要なシステムである航空監視システムについて、ICAO において位置

情報等の高度化のための標準化が行われ、更なる検討が進められている

状況を受け、航空監視システムの技術的条件のうち ADS－B に係る無線

設備の技術的条件について一部答申したもの。 

「放送システムに関する技術的条件」のうち「放送事業用シス

テムの技術的条件」に関する一部答申 

平成 19 年 10 月 31 日 

（第 54 回） 

 
[概要]  

 
放送システムのうち、番組素材の取材現場からスタジオ等への伝送や、

スタジオから送信所への番組の伝送等に使用され、放送を行う上で必要

不可欠な通信手段である放送事業用システムについて、以下の三つの内

容を検討し、一部答申したもの。 

①3.5GHz 帯の周波数から 6.5GHz 帯などのより高い周波数帯に周波数移

行を行うための 6.5GHz 帯、7.5GHz 帯の周波数の電波を使用する固定

局の技術的条件 

②長距離離島向けの放送番組中継を行う固定局の技術的条件。 

③高画質、低遅延のＨＤＴＶ用ワイヤレスカメラを実現する番組素材中

継用移動局の技術的条件 

平成 19 年 12 月 20 日 「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件につい

て」に関する一部答申 （第 55 回） 

 ・950MHz帯アクティブ系小電力無線システムの技術的条件 

 ・移動体識別システム（UHF 帯電子タグシステム）の技術的条

件のうち 950MHz帯パッシブタグシステムの高度化に必要な

技術的条件 



                  6

[概要]  

950MHz 帯アクティブ系小電力無線システムについては、UHF 帯の電波の

特性のメリットを活かし、低消費電力のアクティブ系システムとして、

登下校時における児童の位置把握や、集合住宅のメーターのリモート検

知等を低コストで実現する手段として、非常に注目されているシステム

である。また、950MHz 帯パッシブタグシステムについては、質問器か

ら送信される電波と、タグが応答する電波の周波数が分離されるミラー

サブキャリア方式を活用することによって、周波数利用効率の良い利用

方法等について検討を行ってきたものであり、その技術的条件について

一部答申したもの。 

「ネットワークの IP 化に対応した電気通信設備に係る技術的

条件」のうち「ネットワークの IP 化に対応した安全・信頼性

基準に関する事項」に関する一部答申 

[概要]  

IP ネットワークへと情報通信インフラの移行が進展している一方で、

サービス停止等の事故が発生している状況から、平成 19 年 5 月 24 日に

90 項目の対策を答申したところであるが、同答申を踏まえ、電気通信

事業者が安全・信頼性対策向上のガイドラインとして活用できるように

するための基準を取りまとめ、一部答申したもの。 

「放送システムに関する技術的条件」のうち「デジタル混信等

の難視対策のためのギャップフィラーに関する技術的条件」に

関する一部答申 

平成 20 年 1 月 31 日 

（第 56 回） 

 

 

[概要]  

地上デジタル放送が中継局の地理的関係により良好に受信できない、い

わゆる「デジタル混信」やビル等の建造物によって発生した陰による「建

造物遮へい難視」の難視問題に対する対策が求められつつあるなか、比

較的小規模な無線設備の構成となり、難視が発生しているエリアに対し

て経済的かつ迅速に置局できる特徴を有する「ギャップフィラー」の技

術的条件について取りまとめ、一部答申したもの。 

 

 


