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情報通信審議会 情報通信技術分科会（第１０５回）議事録 

 

１ 日時 平成２６年１２月９日（火） １０時００分～１１時２９分 

２ 場所 総務省 第１特別会議室（８階） 

３ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

徳田 英幸（分科会長）、伊東 晋（分科会長代理）、石戸 奈々子、 

近藤 則子、鈴木 陽一、知野 恵子、服部 武、廣崎 膨太郎、 

吉田 進 （以上９名） 

 

（２）専門委員（敬称略） 

安藤 真、野田 勉、三木 哲也 （以上３名） 

 

（３）オブザーバー（敬称略） 

市村 隆之（太洋無線株式会社） 

 

（４）総務省 

（情報通信国際戦略局） 

武井総括審議官、野崎技術政策課長 

（情報流通行政局） 

安藤情報流通行政局長、田邊情報流通高度化推進室長、久垣放送技術課長、 

鈴木衛星・地域放送課長、徳光地域放送推進室長、 

中西衛星・地域放送課技術企画官 

  （総合通信基盤局） 

吉良総合通信基盤局長、富永電波部長、高橋総務課長、田原電波政策課長、 

布施田移動通信課長、新井衛星移動通信課長、村上衛星移動通信課企画官 

 

（５）事務局 

蒲生情報通信国際戦略局情報通信政策課管理室長 
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４ 議 題 

（１）答申事項  

① 「海上無線通信設備の技術的条件」のうち「救命用携帯無線機の技術的条件」に

ついて 

【平成 2 年 4 月 23 日付 電気通信技術審議会諮問第 50 号】 

 

② 「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち「ケーブルテレビにおける超高

精細度テレビジョン放送の導入に関する技術的条件」について 

【平成 18 年 9 月 28 日付 諮問第 2024 号】 

 

（２）報告事項 

① 「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「60GHz 帯の周波

数の電波を利用する無線設備の高度化に係る技術的条件」の検討開始について 

【平成 14 年 9 月 30 日付 諮問第 2009 号】 

 

② 「放送システムに関する技術的条件」のうち「ラジオネットワークの強靭化に関

する技術的条件」の検討開始について 

【平成 18 年 9 月 28 日付 諮問第 2023 号】 

 

③ 通信・放送事業者による環境自主行動計画のフォローアップについて 

  



 

3 
 

開  会 

 

（徳田分科会長）それではただいまから、情報通信審議会第１０５回情報通信技術分科会

を開催いたします。 

本日は委員１５名中９名が出席されておりますので、定足数を満たしております。また、

審議内容の説明のため、航空・海上無線通信委員会より三木哲也専門委員、放送システ

ム委員会より野田勉専門委員、陸上無線通信委員会より安藤真専門員、補足説明をして

いただくため、太洋無線株式会社の市村隆之様にご出席いただいております。 

なお本日の会議の模様はインターネットにより中継しておりますので、あらかじめ御了

承のほどよろしくお願いいたします。 

それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めて参ります。本日の議事は答申事

項２件、報告事項３件でございます。 

 

「海上無線通信設備の技術的条件」のうち 

「救命用携帯無線機の技術的条件」について 

 

（徳田分科会長）初めに答申事項について審議をいたします。 

電気通信技術審議会諮問第５０号「海上無線通信設備の技術的条件」のうち「救命用携

帯無線機の技術的条件」について、航空・海上無線通信委員会三木主査から御説明をお

願いいたします。また引き続き救命用携帯無線機でも使用されるコスパス・サーサット

衛星システムについて非常にお詳しい太洋無線株式会社の市村隆之様から補足説明をお

願いすることとしております。それでは三木主査からお願いいたします。 

（三木専門委員）三木でございます。それでは「救命用携帯無線機の技術的条件」の説明

をさせていただきます。資料は概要版１０５－１－１を用いて説明させていただきます。 

１ページ目をお開きいただきますと検討の背景が書いてありますが、これはいわゆる海

上あるいは航空機の急な遭難時に既に広く利用されているものであり、海上ではＥＰＩ

ＲＢと称する、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｐｏｓｉｔｉｏｎ Ｉｎｄｉｃａｔｉｎｇ Ｒａ

ｄｉｏ Ｂｅａｃｏｎ、それから航空機が使用するものはＥＬＴ、Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ 

Ｌｏｃａｔｏｒ Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｒといいますが、いずれにしてもこれは国際的

な機関であるコスパス・サーサットの衛星に向けて同じビーコン電波が出るものです。

それを衛星が中継して、この絵でいうと右の方にある「業務管理センター」から各国の

捜査救助機関に通知されます。日本では海上保安庁という形になっています。そこから

航空機、または船舶で救助に向かう、こういうシステムのことです。 
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既にこのシステムは、全世界で１３１万台程度、導入されています。今回の検討はこれ

に加えて例えば個人がヨットやレジャーボート等で遭難したときに救難信号を出すとい

うことで、この絵の左の方に「ＰＬＢ」と書いているのがあります。これはＰｅｒｓｏ

ｎａｌ Ｌｏｃａｔｏｒ Ｂｅａｃｏｎの略ですが、近年、海上ヨット、あるいはレジ

ャーボート等の人たちから、これを入れてほしいというニーズが非常にあって、日本は

まだこれを導入していませんでしたので、今回、これを導入するための技術的条件を検

討した次第です。海外では既にＰＬＢが導入されている国がかなりありまして、コスパ

ス・サーサットの加盟国９５カ国のうち３８カ国で入っているということです。検討の

体制は、下の方に書いてある体制で実施いたしました。 

２ページ目に具体的な検討の結果が書いてあります。大きく３点あり、まずビーコン送

信機で、人工衛星に向けての使う周波数は４０６ＭＨｚなのですが、このための技術的

条件、それから二つ目は、この表の右側の方にあります「ホーミングのための要求条件」、

これは、１２１．５ＭＨｚを用い、衛星向けよりは弱いパワーで、もう一つビーコン機

能を持っています。これは救助に向かった船舶や航空機が、これを目印に遭難信号であ

るビーコンの位置を探っていくための電波です。そして三つ目は、その他ＰＬＢに求め

られる条件です。 

まず一つ目の４０６ＭＨｚに関する技術的条件については国際的なコスパス・サーサッ

ト衛星を使うため、既に、Ｔ．００１、これは技術条件、それからＴ．００７、これは

型式承認条件というこの二つの規格がありますので、当然これに従うのが一番よい体で

あろうということで、その規格に準拠するという結論になりました。 

次に１２１．５ＭＨｚのホーミングのための技術的条件ですが、これについては特に国

際的な規格というのはありませんが、事実上はＩＥＣや、ヨーロッパのＥＴＳＩに、そ

れぞれ関連する規格があり、かつ、日本が導入しているＥＰＩＲＢとかＥＬＴもこれに

準拠していますので、ＰＬＢも当然それらに準拠するのがよいという結論に至りました。 

三番目のその他条件ですが、まずＧＰＳを搭載するかどうかという点について、当然Ｇ

ＰＳを搭載するということは、多少コスト高、それから消費電力の点で問題があります

が、大変正確な位置を併せて送信するということで、救助に行くときに大変助かるとい

う面はあります。これについてどうするかということです。結論を先に申しますと、今

回の我々の結論では、ＧＰＳ機能については必ず載せなければならないということでは

なく、搭載は任意とする。当然、このＰＬＢを製造して販売する会社は両方を持ってい

るわけですが、ユーザーがそこまでしなくても安いほうがいいという場合には、ＧＰＳ

機能のないものでも１２１．５ＭＨｚを頼りに救助に行きますので、任意といたしまし

た。 

それからもう一つ、その他の中で重要なのは誤発射の防止についてです。誤発射の防止

機能は重要です。誤発射の防止機能については下の表にありますように、一旦何か事故

があって動作させると大変なことになりますので、ちょっとした手違いで電波が誤発射
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することのないような、形の上でのいろんな工夫、これは実際のものなのですが、簡単

には電波が出ないようになっています。きちんと意識して操作しないといけないという

構造を取ることを条件にするということです。それからその際に少なくとも２ステップ

の操作が必要であるということで、容易には誤発射が起きないということです。それと

電池等に対する条件等ありますが、以上大まかにはそういうところが重要なポイントで

す。 

以上の基本的な考えをベースに、３ページ目に技術的条件の重要な点を抜粋して数値等

を書いてあります。また個人用の装置ですので、特に難しい取扱説明書とか専門知識が

なくても容易に常識的な範囲でわかる、そういうものとするということが、筐体に対す

る条件としてあります。それから、色もここにあるような非常に目立つ色、黄色又は橙

というような色を、筐体に対する条件として触れております。 

４ページ目には、もうちょっと詳細に電波の帯域外不要発射等の条件等が、図に示して

あるような規格を満たす必要があるということです。また、先ほどもちょっと触れまし

た電池の問題ですが、ＰＬＢは一次電池を使い、一旦、電池を入れたら、少なくとも１

年間は動作する。もちろん１回使ったらもう二度とそれは使わないというものです。電

池を入れ替え、使うとしても１年。結局、ＰＬＢの動作は、事故があったときだけです

から、一次電池で確実に動作するということを目指しているわけです。それから、連続

的には２４時間以上動作できるだけの容量。更に期間としては１年を保証するというこ

とで、１年後にも２４時間以上更に動作できるということ、細かいですがそういう条件

になっています。 

以上が大体の骨子です。この内容でパブリックコメントを１０月２５日から１カ月間行

いまして６件の意見がありましたが、特段この結果を修正すべきような内容ではありま

せんでしたので、特に修正なしに委員会の結論を今日御報告した次第です。以上です。 

（徳田分科会長） はい。それでは市村隆之様から御説明をお願いいたします。 

（太洋無線株式会社市村主幹） はい。もう三木専門委員がほとんど説明されましたので、

三木専門委員が説明しなかったところを補足したいと思います。 

まず電池なのですが、コスパス・サーサットでは電池の有効期限ぎりぎりの状態で、

低温度マイナス２０度で２４時間以上持つことということが規定されています。こうな

りますと、残念ながら今のルールでは二次電池を使いますと、どうしても自己放電が多

く、規格に満たさないということで、あえて一次電池とさせていただきました。 

あとＧＰＳなどに代表されるＧＮＳＳに関しましても使用者団体ですとか、捜索救助機

関に関しましては、検討の中でも義務化すべきではないかという意見が多々ありました。

しかしながら、やはり国際的に義務化している国はなく、ルールはない。使用する人に

とって、やはりＧＰＳに代表されるＧＮＳＳが義務化されて、付いているものと付いて

いないもの、これ当然値段が違ってきますので、そういった選択肢を広げるということ

で、ＧＰＳに関しましてはオプションという扱いにしています。 
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もう少しコスパス・サーサットでＰＬＢの現在の状況を説明しますと、先ほど４７万台

がＰＬＢ、ビーコン全体の１３１万台のうち４７万台という御説明がありました。これ

の４７万台の内訳ですが、実はアメリカが３０万台と非常に突出しています。約６割で

す。次がオーストラリア、９万台です。イギリスが５万６０００台、ニュージーランド

が１万８０００台。この４カ国が１万台以上普及している国です。そのほかフランス、

カナダ、ドイツ、この辺りが８３００台、８０００台、６８００台と、この辺がもう全

てＰＬＢの世界的なリーダーになっていると把握しています。 

あと、コスパス・サーサットの説明です。コスパス・サーサットの計画参加国及び機関

は全部で４３あります。機関といいますのは香港と台湾です。宇宙部分提供国というの

が４カ国ありまして、これはアメリカ、カナダ、ロシア、フランスです。日本は陸上部

分提供国というところに入っていまして、これが２６カ国あります。そのほかユーザー

国が１１、これを合わせて４３の国と機関がコスパス・サーサット計画の参加国及び機

関ですが、そのほかにビーコンの登録を受け付けている国があります。これが６６あり

まして、全部で１０９です。 

また、２０１２年の例ですが、コスパス・サーサットでは６３４件の捜索救助例があり

まして、２０２９名の人命救助に貢献しています。これも世界的な数字ですが、このう

ち一番多いのはやはりＥＰＩＲＢ、これは３０３件の事例に対して１４７０名の人命救

助を行っています。ＰＬＢの方は１９０と、もうかなりＥＰＩＲＢの半分を超えていま

す。ただＰＬＢですので、あくまでも個人にひも付くものですので、救助された人員は

２９２名ということで捜査救助事例としては救助された人員は少ないですが、世界的に

捜索救助に貢献していると考えています。以上です。 

（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございました。ただいまの御説明について御

意見、御質問等はございませんでしょうか。服部委員、どうぞ。 

（服部委員） はい。ありがとうございます。人命救助ということで、非常に重要なテー

マだと思います。今回こういう形で決められて普及するということで期待したいと思い

ます。 

ちょっと質問ですけど、既に海外では普及しているということで、電波条件といいます

か、これは海外と何か違うところがあるのか。もしあるとすればその理由をお伺いした

い。 

それから非常に小型ですので、例えば外国からそのまま持ち込まれるという可能性もあ

るわけですよね。要するに世界どこでも使えるということであれば、世界同一の仕様で

あればそれはどこでも使えるということなのですけど、国内にこう限定する理由、ある

いは海外との違いがあるかどうか。なければ結構だと思うのですけど、ちょっとその辺

がよくわからなかったので。 

（三木専門委員） はい。いわゆる電波の発射、ビーコン電波の条件は、結果的には全部

従来の規格、コスパス・サーサットで決まっている、４０６ＭＨｚの方はもう完全に準
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拠しています。ですから問題ないと思います。もう一つ弱いほうの電波である１２１．

５ＭＨｚ、捜索にいったときの電波は、それぞれの各国で決められることになっている

のですけど、これも事実上ヨーロッパの標準であるＥＴＳＩで決めている規格、それか

ら、電波の特に部品関係ではＩＥＣで決められており、それに準拠しています。ですか

ら、少なくとも日本ではヨーロッパとかＥＴＳＩに準拠している国とは全部互換性があ

るということで、ほとんど多分そうですが、準拠しない国はあるのかについて、市村さ

んからお願いします。 

（太洋無線株式会社市村主幹） 唯一の例外がアメリカです。アメリカはホーミングの１

２１．５ＭＨｚにモールス信号を入れるという政策を取っています。ですからアメリカ

以外の国では、技術基準的には完全互換と考えています。 

（服部委員） ＧＰＳを装置したときには、そのＧＰＳの位置の情報が電波の中に情報と

して入っているのですか。 

（三木専門委員） はい。電波の中に位置情報を入れるフレームがありますので、そこを

使うか使わないかということの差になります。 

（服部委員） どのぐらい実装している例がありますか。 

（太洋無線株式会社市村主幹） 昨年度販売したビーコン、これはＰＬＢだけには限りま

せんが、全てのビーコンで新たに販売されたものの７割にＧＰＳを搭載しているという

報告があります。 

（服部委員） 強制はできないけど、基本的にはやはり搭載したほうが望ましいというこ

とですかね。わかりました。 

（徳田分科会長） はい。他によろしいでしょうか。 

（吉田委員） よろしいですか。 

（徳田分科会長） はい、吉田委員。 

（吉田委員） 大変重要な救難信号として以前はＳＯＳが使われると思っていたのですけ

ども、 近はこういう無線のＥＰＩＲＢ等に変わってきているということで、認識を新

たにしたところなのですけれども、幾つか確認させてください。 

まず１点目は、このＰＬＢにつきましては個人向けということで、ヨットとかレジャー

ボートに使われているとおっしゃったのですけれども、例えば小型漁船とか、漁業に携

わっている小さな船がたくさんあるかと思うのですが、そういうのはＥＰＩＲＢを使っ

ているのでしょうか。このＰＬＢは使えないと理解してよろしいか、ということが１点

目です。 

それから２点目は、先ほどの国際的な互換性の話なのですけども、やはり海ですと近く

の韓国とか中国といった隣接する国に、場合によっては遭難したときにお世話になる可

能性もあると思います。そうすると、さっきＥＴＳＩの規格にほとんどの国が従ってい

るから多分大丈夫だろうというお話だったのですけど、具体的に、例えば韓国とか中国

とはホーミングの信号が共通化されていて互換性が保証されているのかどうか、という
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点が２点目です。 

そして 後に、電池の話について、２４時間以上というお話だったのですけれども、実

際遭難したときに、２４時間以上であれば多分助けてもらえると思うのですけれども、

万が一トラブルがあったときに、例えば間欠的に使うとすれば、この２４時間が４８時

間に延びるのか。例えば操作するときに少し工夫すればもっと延ばすことができるのか

どうか。２４時間で本当にいいのかなとちょっと気になったものですから。 

以上の点を御質問させていただきたいです。 

（三木専門委員） はい。まず漁船の場合について、小型漁船などはどうかということで

すが、少なくとも基本的には船舶は全てＥＰＩＲＢ、または現在でも漁船などはまだ昔

のＳＯＳ、いわゆる普通の電波でトンツーをやるというのも一部残っていますが、もち

ろんこのＰＬＢを同時に使うということはありますし、ごく近海の漁船であれば何も持

っていない、ＰＬＢだけで、ということも当然あり得ます。 

（太洋無線株式会社市村主幹） あり得ますね。 

（三木専門委員） 遠洋等に行く船は完全にＥＰＩＲＢ等の搭載が義務化されていると思

います。 

それから２つ目の近隣の国との関係については、先ほどの説明で、日本で準拠しようと

している規格に唯一違うのはアメリカだけということですので、アジアの国も多分当然

これから入れる国も同様に準拠することになると思いますので、問題ないのではないか

と思います。 

（太洋無線株式会社市村主幹） ちょっと補足しますと、ＥＰＩＲＢが義務化されている

漁船は、基本的には遠洋に行く船、もしくは２０トン以上の船です。なので、本当の小

型船舶で近くまでしか行かない船というのは、ＥＰＩＲＢ搭載が義務化されていません。

ですから、そういった船にもこのＰＬＢを持ってもらいたいという意向は当然持ってい

ます。 

（吉田委員） そうですか、はい。 

（太洋無線株式会社市村主幹） それから 後の間欠動作ですが、実はこのシステムは電

波が出ているものを衛星が受け取ってドップラー効果によって測位します。電源を入れ

たり切ったりしますと、ＧＰＳ搭載のものですとＧＰＳそのものがコールドスタートに

なってしまいますので、測位するまで時間がかかります。なので、間欠操作するのは望

ましくないというのが私どもの考えです。 

ただ規格そのものが、マイナス２０度で２４時間以上動作という非常に厳しい規格なの

で、実際に遭難する温度によって、常温ですと３割、４割程度、動作時間は延びます。

ＥＰＩＲＢの場合、ＥＰＩＲＢは４８時間以上なのですが、常温で動作させますと１０

０時間以上電波を出すというのが現状です。 

（吉田委員） はい、どうもありがとうございました。１点追加で質問ですが、ＥＰＩＲ

ＢとＰＬＢとでは、コスト的にはやはりＰＬＢが安くなるのでしょうか。 
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（太洋無線株式会社市村主幹） 量産する数にもよりますが、 終売価で１０万円以下と

いうことを私どもは目標にしています。今のＥＰＩＲＢの売価が、定価というかメーカ

ー希望小売価格になりますが、３５万円前後だと思います。ですので、相当ＰＬＢの方

が安いと考えています。 

（吉田委員） はい、ありがとうございました。 

（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございます。ほかに御意見よろしいでしょう

か。御質問等よろしいでしょうか。 

それでは本件は答申案（資料１０５－１－３）のとおりに一部答申したいと思いますが、

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは案のとおり答申することといたしま

す。 

それではただいまの答申に対しまして、総務省から今後の行政上の対応について御説明

を伺えるということですので、よろしくお願いいたします。 

 

（吉良総合通信基盤課長） 総合通信基盤局長の吉良でございます。 

本日は救命用携帯無線機の技術的条件につきまして、御審議と答申をいただきましてあ

りがとうございます。特に取りまとめに御尽力いただきました航空海上無線通信委員会

の三木主査を始めとしまして、関係の各委員の皆様方には熱心な御審議をいただきあり

がとうございました。近年緊急通報を個人レベルでも確実に発信できる小型、軽量、安

価な救命用携帯無線機の導入ニーズが、特にプレージャーボートの利用者において高ま

ってきております。そのようなニーズに応えるための技術的条件の策定が求められてお

りました。本技術を導入することによりまして、個人が海上で遭難した際に捜索救助の

迅速化が図られるものと認識しております。 

総務省といたしましては、本日の答申を受けまして関係省令の改正などの必要な手続に

速やかに着手して参りたいと考えております。今後とも情報通信行政に対しまして御指

導御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。 
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「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち 

「ケーブルテレビにおける超高精細度テレビジョン放送の 

導入に関する技術的条件」について 

 

（徳田分科会長） それでは続きまして諮問第２０２４号「ケーブルテレビシステムの技

術的条件」のうち「ケーブルテレビにおける超高精細度テレビジョン放送の導入に関す

る技術的条件」について、放送システム委員会伊東主査より報告をお願いいたします。 

（伊東分科会長代理） 伊東でございます。それでは、資料１０５－２－１に基づいて報

告させていただきます。 

まず資料の２ページをお開きいただきたいと存じます。検討の背景でございますが、超

高精細な映像によるテレビジョン放送、いわゆる４Ｋ、８Ｋの放送サービスをケーブル

テレビにも導入することを目的として、本年８月に検討を開始いたしました。検討経過

につきましては同じページの下段に示してございますが、本日同席いただいております

野田専門委員を主任としたケーブルテレビＵＨＤＴＶ作業班での議論を踏まえて、委員

会報告を取りまとめております。 

１ページの目次にお戻りいただきまして、今回の検討の概略について御説明いたします。

まず上から３つ目の３番の「情報源符号化方式等」では、高能率な映像符号化方式であ

るＨ．２６５（ＨＥＶＣ）などを新たに導入しております。次に、４番以降でございま

すが、これは主として伝送方式に関する検討結果でございまして、４、５、６が現行方

式の改良・拡充により４Ｋ番組等を伝送する方式であるのに対し、７は周波数利用効率

の極めて高い新しい方式についてまとめています。実際の運用に際しては、これら４～

７の４方式の中から、各ケーブルテレビ施設に適した方式を適宜選択していただくこと

を想定しております。 

それでは、３ページ以降の詳細につきまして、野田専門委員から御説明いただきたいと

存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（野田専門委員） はい、野田です。では３ページ以降を説明させていただきます。 

まず３ページです。要求条件に対して基本的な方針４点を掲げております。このように

４Ｋフォーマットから８Ｋフォーマットを対象にして、伊東委員がおっしゃったように

互換性、相互運用性、既存設備活用性等を考慮して４つの方式、衛星の基幹放送のパス

スルー、それから既存のデジタル有線テレビジョン放送方式、これを複数使った複数搬

送波伝送方式というものと、新しく高度なデジタル有線テレビジョン放送方式。この４

つを技術基準として出したものであります。 

では１個ずつ説明させていただきます。まず４スライド目になりますけれど、情報源符
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号化方式につきましては、高度広帯域のＢＳ、ＣＳ、並びに高度狭帯域の伝送方式に追

加された機能を、有線一般放送方式に追加するということで、Ｈ．２６５等々の映像符

号化から、多重化、それからスクランブルとしては１２８ビットのものまで追加できる

ようにしてあります。次のページはその詳細を書いたもので、ここでは説明は省略させ

ていただきます。 

６スライド目がこれをまとめているものでありまして、左側の列にありますのが「有線

一般放送」、今のケーブルテレビでの放送方式であります。右側に衛星の高度広帯域と高

度狭帯域、この両方の技術基準が書いてあります。ここで太い線で囲った部分、「スクラ

ンブル方式」から「音声符号化方式」まで、この部分を現在のケーブルテレビの有線一

般放送に加えて、再放送、あるいは自主放送ができるように追加したものであります。

これが情報源符号化関係のものであります。 

次に伝送路の関係を説明させていただきます。 

まず７スライド目にありますように、衛星放送で、例えばＢＳ、ＣＳを現在のパススル

ー方式によって光ファイバで伝送できるシステム、設備があります。その中に新しく１

６ＡＰＳＫの信号が追加されるようになれば、それをそのまま送れるようにしたい。そ

のときには８Ｋフォーマットまで、ＢＳ、ＣＳと同じフォーマットでそのまま送るわけ

でありまして、それが流れるようにする。但し、今までの８ＰＳＫから１６ＡＰＳＫに

なりますから、それの伝送に必要なＣＮ比等、条件が少し厳しくなるというところが、

このパススルー伝送方式であります。これは衛星から流れてきてしまう、というと言い

方は悪いのですけど、新しくサービスされると、今までの設備でも流れますので、それ

を対処しておかなければならないということで一番に書かせていただいています。 

続きまして８スライド目になります。これは現在のデジタル有線テレビジョン放送方式、

ＩＴＵ勧告のＪ．８３でありますけれど、これがいわゆる６４ＱＡＭ、２５６ＱＡＭと

いうシングルキャリアの変調方式でして、現在の２５６ＱＡＭで４Ｋフォーマットまで

は伝送可能となります。実際に今、６月から４Ｋ試験放送を各局で行っていて、これは

早急に導入できるシステムだと思っています。ただこれでは１個の６ＭＨｚの２５６Ｑ

ＡＭでは４０Ｍｂｐｓまでしか送れませんので、４Ｋまでしか対応できない。それで８

Ｋに対応するために次の工夫があります。 

９スライド目が、８Ｋまでに対応しているＩＴＵ勧告のＪ．１８３という方式を拡張し

たものであります。この次の１０スライド目を見ていただければと思いますが、これが

８Ｋ伝送のイメージ図でありまして、２５６ＱＡＭ、２５６ＱＡＭ、６４ＱＡＭと、こ

の３つの６ＭＨｚの帯域、これは並んでいますけれど、自由に場所は選んでいい、空い

ているところを使って８Ｋを伝送できるようにするという仕組みでありまして、これで

もってＢＳを再放送できるような形になっています。 

今ＢＳといいましたが、高度広帯域衛星放送の技術基準にありますＭＭＴ、ＴＬＶにも

対応するということで、１１スライドに絵が書いてあります。この可変長のＴＬＶパケ
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ットを拡張のＪ．１８３に格納するために、この１８８バイトある分割ＴＬＶパケット

の後ろの方、１８５バイトに分割したＴＬＶパケットを入れて送ります。同期バイトの

次にあります２バイトを使ってＴＬＶパケット開始されましたということを示していま

す。このようにして、可変長のＴＬＶパケットを固定長の１８８バイトに変換して送る

というのがこの方式の工夫をした点であります。 

この方式は１２スライド目でまとめでありますけれど、複数の搬送波を用いて大容量の

ものを分割して伝送するという方式で８Ｋまで対応しており、それ以上のレートのもの

が来たらそれも可能になっています。これにつきましては、特に一番下に書いてありま

すように、実際のフィールドでもう実験していますので、既存の方式を少し改良したこ

とでここまでできるということがわかるかと思います。以上１２スライド目までが既存

の方式のものを一部改良、拡充したものであります。 

次に、１３スライド目からが高度な方式ということで、ＩＴＵ勧告のＪ．３８２に準拠

していますが、誤り訂正にＬＤＰＣとＢＣＨを使って、更に多重化方式としては、ＯＦ

ＤＭを使って、各サブキャリアの変調には２５６、１０２４、４０９６ＱＡＭというも

のを使えるようにしてありまして、これは８Ｋまで対応できるものであります。この図

の一番下の右にありますように、例えば１２ＭＨｚを連結して使うということでも１０

０Ｍｂｐｓ程度は送れるようになっています。 

１４スライド目、これが今言いました誤り訂正で、緑色で書いてある右の下にあります

既存の方式はリード・ソロモンの１８８バイトを２０４バイトにして送った方式で、６

４ＱＡＭと２５６ＱＡＭが既存の方式であります。これをＬＤＰＣとＢＣＨを使った新

しい誤り訂正にすることになりまして、例えば同じＣＮ比、２５６ＱＡＭ、大体２９ｄ

Ｂのところにありますが、同じＣＮ比２９ｄＢで１０２４ＱＡＭのものが送れて、約２

９％伝送量が増えるということになっています。それから同一変調方式ですと７ｄＢぐ

らい符号化利得が取れるということになっています。赤で線がありますように、シャノ

ン限界に大分近付いているというのがおわかりになるかと思います。 

１５スライド目がイメージ図ですね。二つのチャンネルを使って送る。それから全てＴ

ＬＶだとか、ＢＳですと緊急警報放送フレームみたいなのがありますので、これの多重

化もちゃんとできるようにしてあります。 

１６スライド目ですが、これがこの方式のイメージ図、帯域の利用効率を上げるという

ことで、一番上が既存の２５６ＱＡＭでありまして、ロールオフ率が１３％ありますの

で、ガードバンドが０．７ＭＨｚぐらいあります。それをＯＦＤＭにすることによって

帯域の端までなるべく使えるようになって、それで０．２９ＭＨｚというガードバンド

になります。それから各サブキャリアを連続して同期をかけて使うことによって、ガー

ドバンドの中も埋めて使うことができるように、例えばこれは一番下の図でありますけ

れど、６ＭＨｚを８チャンネル連続して使うと、これだけ効率が上がりますという絵で

す。それからこの中の１個の６ＭＨｚの中でも、例えば２Ｋを３個送って各チューナー
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分割で復調することもできるし、それから１２ＭＨｚを部分的に受けて合成することも

可能です。何でもできるといいますか、そのようなものになっています。 

今後の課題としまして、 後の１７スライド目の４番目です。現在の技術基準の測定法

で測定した部分がありますけれど、アナログからのトリプルビートみたいなものがあっ

たのですが、それがデジタルになって今あるほとんどの局ではＶＨＦの下の方にしかア

ナログがなくて全てデジタルになっていますので、この測定方法等を新しく変えて、か

つ技術基準も少し変えなければならないというのは、今回行った実験でわかったことで

あります。 

以上で説明を終わりますが、 後のスライドにありますように、この各方式、新規の高

度なもの、それから既存のもの、いろいろ組み合わせて使えるようになっています。特

に高度の方はサブキャリアの変調方式がいろいろありますので、それごとに実験をして

技術基準の数値を決めたというのが、まとめてあります。各ケーブル局で、この方式の

適切なものを選択して使えるように、技術的条件としては広げています。以上です。 

（徳田分科会長） はい。ありがとうございました。それではただいまの説明について御

意見、御質問等はございませんでしょうか。 

（鈴木委員） はい。 

（徳田分科会長） では鈴木委員。 

（鈴木委員） ４Ｋと、それから日本の独自技術でもあるスーパーハイビジョン８Ｋの普

及に向けて、あともう一つには地デジのフォローアップというような意味でも、いろい

ろな意味で重要な技術だと思っております。 

ひとつお伺いしたいのは、普通のＣＡＴＶの多チャネル化がやはり進んでいるかと思う

のですけれども、今回のものですと、複数のチャネルを束ねて８Ｋを通すということで、

まだしばらくは大丈夫かと思うのですけど、８Ｋのチャンネル数が増えてくると、現在

のハイビジョン放送、普通のテレビのチャンネル数の逼迫ということも予想されるのか。

あるいは今後の技術の進展等で吸収していける見込みなのか。その辺はいかがでしょう

か。 

（徳田分科会長） はい、では野田専門委員。 

（野田専門委員） おっしゃるとおりでありまして、今は、地デジのデジタルをアナログ

に変換して３月まで送っている関係もあり、大分逼迫している事業者が多いです。ただ

８Ｋ、１トラポン、２トラポンぐらいは、今の状態でも６チャンネル、１０チャンネル

ぐらい大体余っていますのでいいのですが、それ以上になるとやはり新しい技術を入れ

るとか、今のアナログをやめた後のところを使うとか、それで対応していく。更には、

やはりＢＳ－ＩＦにより光ファイバで送ったり、高度な方式に変えたりしていく。今の

２Ｋの放送はＨ．２６２でやっていますので、これを例えばＨ．２６５に変えると、こ

れだけで大分帯域が空くので、なるべく早く移行してくださいと私は言っていますけれ

ど、やはり事業性の話もありまして。 
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（鈴木委員） なるほど。大変よくわかりました。ありがとうございます。 

（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございます。ほかによろしいでしょうか。 

（廣崎委員） はい。 

（徳田分科会長） 廣崎委員。 

（廣崎委員） レイテンシーについて確認させていただきたいのですが、既存の伝送方式

の場合は複数搬送波で何とか８Ｋを送ろうということで非常に重要な御検討をなされて

いますし、それから新方式ではかなりシャノン限界に近付いているということなのです

が、どちらの方式にしてもちょっと気になるのは、それに伴って、レイテンシーが犠牲

にというか、遅延が増えているのではないかと。いろんな放送内容によっては実時間性

を要求するものも今後出てくると思うのですけども、その辺りの検討内容がもしあった

ら確認させていただきたいと思います。 

（野田専門委員） はい。現在の複数の搬送波、リード・ソロモンですから、リード・ソ

ロモンの割には早かったのですけれど、今度のＬＤＰＣになると少し処理時間とか、あ

とＯＦＤＭですとインタリーブもかけるので時間はかかるのですけれど、今回のものは、

一度衛星を復調して、変調して送る。変復調の今回の方式の遅延時間が理論的にＩＴＵ

勧告のＪ．３８２の場合は３８ミリ秒で、今の複数搬送波のものにつきましては１７ミ

リ秒ぐらいですね。複数搬送波にしたことによっては、多重化方式ですから１ミリとか

２ミリとか、そんなものであります。やはり衛星の再放送をするとなると、余り遅延時

間はかけられないということでそこは検討いただきました。 

（徳田分科会長） はい。ありがとうございました。どうぞ、近藤委員。 

（近藤委員） はい。老テク研究会の近藤です。すごいなあと思うのですけれども、７ペ

ージ目のサービスイメージ例というところで、これは右側が集合住宅とか個人のお宅な

のかもしれませんが、私の家は集合住宅でケーブルテレビを見ているのですけれども、

団地の側で何か特別なことをしなければいけないとかあるのでしょうか。それから、こ

こに「スマートテレビ」というお名前が書いてあるのですけど、この４Ｋ、８Ｋを見ら

れるテレビはスマートテレビと呼ぶようになったのでしょうか。教えてください。 

（野田専門委員） はい。集合住宅につきましても、光ファイバで送ってその後は同軸と

いうのもありますし、私も集合住宅なのですけど、衛星は上のパラボラで受けていると

ころもあります。パラボラで受けているものですと、新しいテレビに対応しないとだめ

になりますということで、４Ｋ、８Ｋに対応したテレビでＢＳを受けるのと同じものを

使えばいいです。ケーブルでサービスを受けるとなると、やはり新しいＳＴＢ端末を設

置していただく必要があります。それからもう１点の「スマートテレビ」ですが、通信

と放送が融合したこれからのテレビで、４Ｋ、８Ｋはそうなるのだよねというイメージ

を皆さん持っているので、意図的に書いたものではないのですが。 

（近藤委員） はい、ありがとうございました。 

（伊東分科会長代理） 今市販されている４Ｋテレビは、ほとんどがスマートテレビ対応
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になっていると思います。 

（近藤委員） やはりそれはスマートテレビという言葉になったのでしょうか。 

（伊東分科会長代理） いえ、それは別の話です。 

（近藤委員） そうですか。次々と新しい言葉が出てきて、デジタル、この間までは地デ

ジだったなあ、というように感じております。 

（伊東分科会長代理） インターネットと連携できるテレビがスマートテレビであると考

えていただいてよろしいかと思います。そのスマートテレビと４Ｋや８Ｋを受信できる

テレビはまた別のものです。もっとも８Ｋを受信できるテレビはまだ市販されておりま

せんけれども。 

（近藤委員） そうですか。わかりました。 

（徳田分科会長） よろしいですか。では服部委員、どうぞ。 

（服部委員） １３ページに要求条件のＣＮ比が書いてありまして、現在、いろいろなＣ

ＡＴＶ事業者があると思いますけど、距離が非常に長くなりますよね。ＣＮ比が落ちる

とか、あるいは途中や 後に分配したりすることで、現行の品質はもちろん皆さん満た

しているのでしょうけど、これを導入したときに全てＣＡＴＶ事業者はこの規格に合致

して提供できるのか。あるいは新しくケーブルを変えないといけない事業者が出るのか

どうか。その辺はいかがですか。 

それと４Ｋテレビは既にいろいろと出ていますけど、これらの４Ｋテレビのみで、要す

るに新たな外付けのチューナーなしで受信できるかどうか。というのも４Ｋは、テレビ

としてはいろいろ宣伝されていますけど、基本的には衛星の再放送であれば衛星に対応

した４Ｋテレビでないと見られないという認識でよろしいですか。 

（野田専門委員） はい。ＣＮ比の話ですと、以前は二十何段とかいうアンプがつながっ

ている同軸の施設があったので、ＣＮ比３８ｄＢがアナログのころの基準ですけど、そ

れの性能を確保するのがやっとだったのですが、 近になると、どんどん幹線を光で伸

ばしてアンプの台数を減らすという方向で事業者は変わっていますので、デジタルでは

レベルを約１０ｄＢ下げて運用していますが、ＣＮ比的には４０ｄＢ以上は確保できる

と思います。場所によっては、例えば集合住宅に入るとちょっと話が変わったりします

ので。ですから、局がどのレベルでできるか、そのレベルに応じて多値化を選んでもら

うということにしています。 

４Ｋテレビについては、例えばケーブルテレビで送るとすると新しいＳＴＢを設置する

必要がありまして、それをＨＤＭＩ２．０で４Ｋテレビにつなぐと４Ｋが受かるのです

けど、そのテレビがＨＤＭＩの端子のどこまで対応しているか。３０ｐですとバージョ

ンが１．３でもいいのですけれど。それから先ほど言われていたように、衛星の受信で

すと衛星に対応した受信機がないとだめですので、受信機の準備次第だと思います。 

（徳田分科会長） はい。ではよろしいでしょうか。ほかに御質問、御意見等ございます

でしょうか。 
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それでは本件は答申案（資料１０５－２－３）のとおり一部答申したいと思いますが、

いかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。それでは案のとおり答申することといたします。 

それではただいまの答申に対しまして、総務省から今後の行政上の対応について御説明

を伺えるということですので、よろしくお願いいたします。 

 

（安藤情報流通行政局長） 情報流通行政局長の安藤でございます。 

本日は「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち「ケーブルテレビにおける超高

精細度テレビジョン放送の導入に関する技術的条件」につきまして、一部答申を取りま

とめていただきありがとうございました。この「ケーブルテレビにおける超高精細度テ

レビジョン放送の導入に関する技術的条件」につきましては、本年８月に放送システム

委員会において審議を開始いただいたものでありますが、４カ月という大変短い期間の

中で作業班も含め８回、計８回にも及ぶ会合を通じて精力的に御審議を重ねていただき

結実したものであり、この間放送システム委員会の主査である伊東委員、そして作業班

主任である野田様始め関係の皆様に賜りました多大なる御尽力に心より感謝を申し上げ

ます。 

本答申はケーブルテレビにおける、いわゆる４Ｋ、８Ｋ放送の導入に向け、従来方式よ

り高い周波数利用効率を実現する国際標準に準拠した新しい伝送方式の導入に関する技

術的条件を取りまとめていただいたものでありまして、今後の４Ｋ、８Ｋ放送の導入促

進や普及促進に大きく寄与するものであります。総務省といたしましても本一部答申を

踏まえ速やかに必要な制度整備に向けた手続を進めて参りたいと考えておるところでご

ざいます。 

そして本年９月に伊東分科会長代理に座長として取りまとめていただいた４Ｋ、８Ｋ推

進のためのロードマップに掲げられた２０１５年におけるケーブルテレビの４Ｋ実用放

送開始という目標を始めとした各種の取組の円滑かつ着実な実現に向けて、関係の皆様

とともに引き続き取り組んで参りたいと考えているところでございます。 

後になりましたが一部答申の取りまとめにあたり、大変御尽力いただいた放送システ

ム委員会及び作業班の皆様、情報通信技術分科会の皆様に重ねて心より厚く御礼を申し

上げ、私の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 
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「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 

「60GHz帯の周波数の電波を利用する無線設備の高度化に係る 

技術的条件」の検討開始について 

 

（徳田分科会長） それでは続きまして報告事項に移りたいと思います。まず諮問第２０

０９号「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「６０ＧＨｚ帯の

周波数の電波を利用する無線設備の高度化に係る技術的条件」の検討開始について、陸

上無線通信委員会安藤主査から御説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

（安藤専門委員） 陸上無線通信委員会の安藤です。「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「６０ＧＨｚ帯の周波数の電波を利用する無線設備の高度化に

係る技術的条件」に関しまして、検討の開始の御報告をさせていただきます。資料１０

５－３、２枚もので、両面にあります。 

１ページをおめくりいただきまして、６０ＧＨｚ帯を利用した無線システムの概要につ

いてまず説明させていただきます。６０ＧＨｚ帯の無線システムは平成１２年に制度化

され、ワイヤレスＨＤＭＩや、ビル間の通信等の用途として利用されてきたところです。

６０ＧＨｚ帯の無線システムは世界的に免許の不要な帯域でありまして、９ＧＨｚの広

大な帯域があります。これを利用できることから大容量通信が可能となっています。

近改めて注目されているところであります。 

国際的な動向としましては、６０ＧＨｚを利用した高速無線通信規格であるＷｉＧｉｇ

の標準化団体であるＷｉＧｉｇ Ａｌｌｉａｎｃｅが、２０１３年にＷｉ－Ｆｉ Ａｌ

ｌｉａｎｃｅに統合され、来年にも相互接続認証が始まる予定となっております。無線

ＬＡＮのようなデータ通信としての需要が、今後ますます増加していくものと見込まれ

ます。 

余談ですけれども、５Ｇのフォーラムということで、移動体通信の分野で小セルの方に

ミリ波を使うという話も併せて技術的な話題になっておりますので、そういう意味で重

要性が高まっている周波数です。 

このページで左下の表においては、各国における６０ＧＨｚ帯無線システムの技術基準

の一部をお示ししてありますが、我が国の規制は諸外国と全く同じというわけではあり

ません。メーカー等からは緩和を求める声が上がってきているところです。この表には

日本が黄、日本のところが「空中線電力」とか「ＥＩＲＰ」という書き方していますけ

ど、等価的に書いてあるので厳密には少し違う決め方をしております。米国、欧州、中

国と比べて、例えば電力の点とか、具体的にはＥＩＲＰの点で違いがあります。ここの
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点を整合させようというのが、今回の議論開始の理由であります。 

表に記載してあります空中線電力の緩和と、占有周波数帯幅の緩和が重要なポイントに

なります。空中線電力の増力により通信距離の拡大が可能になりますし、占有周波数帯

幅の緩和によって、より柔軟なシステムの構築が可能になるものと考えられます。例え

ば複数のチャンネルを併せて使うということも可能になります。このようなことも踏ま

えて議論を開始します。 

陸上無線通信委員会では作業班を設置し、規定の緩和に向けた検討を開始させていただ

きました。スケジュールといたしましては、１１月２１日に第１回の作業班を既に開始

させていただきました。今後月１回程度作業班を開催し、３月に報告書取りまとめ、４

月に技術分科会の一部答申という予定になっております。 

先ほど御説明しました左下の表に関しましては、実はこのミリ波の６０ＧＨｚを使った

通信として、例えばレーダーとか通信であるとか、非常に遠方で使う場合には、各国と

も同じような内容になっていまして余り差はないのですけれども、実は、ミリ波という

ことで、非常に近傍も使うということもあります。このような使い方においては、その

まま国際的な基準に合わせるというだけではなくて、日本の基準がこのままでよいのか

あるいは海外に合わせるほうがいいのかも含めて、もう一度広い意味で議論するように

ということで我々考えてはおります。 

次のページに移って説明します。現在の６０ＧＨｚ帯の無線システムの国内の出荷台数

と、今後の普及予測についてお示ししております。国内出荷台数については、毎年総務

省で実施している電波の利用状況調査に基づいたデータであります。緩やかな右肩上が

りということになっています。下の左のグラフはＷｉ－Ｆｉ Ａｌｌｉａｎｃｅで使用

されているもので、６０ＧＨｚ帯に対応したチップセットの普及予測となっております。

大体来年ごろから普及が始まり、既存の２．４ＧＨｚ帯、５ＧＨｚというＷｉ－Ｆｉも

使われておりますけども、こういうものに加えて６０ＧＨｚ帯にも対応した、いわゆる

トライバンド対応のチップセットが、年間２．５億台のペースで増加していくという予

想であります。現状はまだまだ使われていません。 

右のグラフは、我が国における６０ＧＨｚ帯対応端末の普及予測となっています。左の

Ｗｉ－Ｆｉ Ａｌｌｉａｎｃｅの普及予測と、それからこの我が国におけるノートＰＣ、

あるいはタブレットＰＣの急速な普及の予測を乗じたもので、来年から少しずつ導入が

始まり、２０１８年には累計で１６００万台程度の普及が見込まれております。 

資料をめくっていただきますと参考資料ということで、現在の６０ＧＨｚ帯付近のシス

テム等について記載しております。５５ＧＨｚ帯ＦＰＵ、フィールド・ピックアップ・

ユニット。５８ＧＨｚ帯には電気通信業務用のエントランス回線。６０ＧＨｚ帯に車載

レーダーが、既に割り当てられております。委員会においては、これらのシステムに影

響が出ないよう干渉検討を行う。もちろん自システムの中の有効利用についても検討を

して、技術基準の改訂を行っていく予定であります。 
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この資料についての御説明は以上なのですが、 初のページにありました「諸外国との

技術基準との比較」ということでちょっと違いを申しますと、総電力、無線通信の電波

をどういうふうに使うかということで有効利用を図る上では、当然ですけどできるだけ

電力を小さく、それからほかへの干渉を少なくという理念で電波をコントロールしてい

く必要があります。その意味でこのミリ波をＥＩＲＰで規制するような考えでできるか

どうかというのは、非常に技術的にも難しいところだと思います。遠くへ飛ばない電波

であるということ、それから近いところで使う用途も随分検討されているということを

踏まえて議論していきますので、どういう規制が一番妥当なのか。それから例えば送信

電力の制限を緩める場合には、今は人体の影響も当然考えなくてはいけません。そうい

う多角的なことを踏まえた議論を、作業班で深めていく必要があろうかと思っています。

例えば米国の規制を見ますと、屋内と屋外を使い分けている。他の国ではそういう使い

分けはしていない。それから空中線電力も規定がないところもある。この辺のところは

将来的には、できるだけエネルギーを使わない無線通信をという大きな方向性もありま

すし、そこを全部踏まえて議論を深めていきたいと考えているところです。説明は以上

です。 

（徳田分科会長） はい、ありがとうございました。ただいまの説明につきまして御意見、

御質問等はございますでしょうか。 

（吉田委員） よろしいでしょうか。 

（徳田分科会長） 吉田委員、どうぞ。 

（吉田委員） はい。ちょっと教えていただきたいのですけれども、３ページの国内出荷

台数と普及予測のところで、国内出荷台数が平成２１年だけ飛びぬけて増えているので

すけれども、何かその理由があったのでしょうか。 

それから２点目は WiFi Alliance における普及予測の図を拝見しまして、２．４と５Ｇ

Ｈｚのデュアルバンドの無線ＬＡＮが出てきたなと思っていたら、すぐこれがＩＥＥＥ

８０２．１１ｎと１１ａｃとのデュアルバンド、そしてその次には６０ＧＨｚを含めた

トライバンドということで、非常に急激に進展しているのを知り、ある意味すごいなと

感心しております。２０２０年、すなわちこの図の一番右端の２０１９年から２０年に

いきますとオリンピックということで、日本の国内にもこのＷｉ－Ｆｉ関係のアクセス

ポイントをたくさん打とうとされているわけですけども、そうしたときに、こう次から

次へと方式が変わっていきますと、アンテナ系などは、ミリ波のアンテナ機器類も含め

て、後で簡単にリプレイスできるような形を考えておくと非常にいいのかなと思います。

その辺りは、やり方次第では可能なのでしょうか。 

（安藤専門委員） 初の御質問の急に増えていると御指摘になったのは、どこでしょう

か。 

（吉田委員） はい。３ページの上の出荷台数のところで、平成１８年から２３年まで書

かれていますけれども。 
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（安藤専門委員） 平成２１年のところですか。 

（吉田委員） はい。そこだけが１万７４３３台ですね。 

（安藤専門委員） そうですね。事務局で何か情報はありますか。 

（布施田移動通信課長） はい。事務局でございます。こちらの国内出荷台数は、現在６

０ＧＨｚ帯で使われている画像伝送、またはデータ伝送用システムの出荷台数でござい

ます。ほぼ１対１の固定回線に使われているものでございます。今回のＷｉ－Ｆｉ関係

の話とは違いまして、これまでのシステムの台数でございますが、２１年度だけ増えて

いる理由につきましては、今明確にはわからないところでございます。申し訳ございま

せん。 

あとＷｉ－Ｆｉ、先ほどの普及予測の中の表につきまして、吉田委員から言及いただき

ましたデュアルバンドからトライバンドになっていくところのシームレスな移行につい

ては、今Ｗｉ－Ｆｉでも検討対象になってございます。この現在のＷｉＧｉｇというの

は、元々Ｗｉ－Ｆｉとは別のところでＷｉＧｉｇの検討がされていたのですけれども、

Ｗｉ－Ｆｉはシームレスにつながるということに皆さんの関心が高まりまして、その結

果としてＷｉＧｉｇもＷｉ－Ｆｉのグループに入ってきたという経緯がございます。な

ので、そこはシームレスにつながっていく、設備更新もシームレスにやっていくという

のが 大の関心事項として今取り組んでいるところでございます。 

（吉田委員） ありがとうございます。 

（徳田分科会長） よろしいでしょうか。 

（吉田委員） はい。 

（安藤専門委員） 今の御説明にもありましたけど、実は非常に重要な技術的なポイント

として、いろんなところで話題になっていますのは、Ｗｉ－Ｆｉはマルチプルアクセス

ということで多数をカバーして振り替えるわけですけども、実行的にはキャリアセンス

という方式で非常に効率が落ちているではないかと。例えば５ＧＨｚを使ってギガビッ

トが通るのが標準ではあるのですけれども、実質は１００分の１から１０００分の１し

か速度が出ていない。つながってはいるけれども、実際には信号が送れていないという

報告が 近散見されています。 

それと同時に、例えばトランスファージェットのようにマルチプルアクセスではなくて、

先ほどお話ありましたように、どちらかというと実質１対１の通信として、例えば７Ｇ

ｂｉｔ／ｓとか、とんでもなく高速が通ります。それを活かした通信方式の方が、この

６０ＧＨｚにはいいのではないかという議論も学会では非常にたくさん出てきておりま

すので、その場合にはマルチプルアクセスではなくて、シングルユーザセルという言葉

もよく聞きます。 

ですから、その辺も踏まえて、今回、周波数を広げて電力を緩めることがいいかどうか

というのは、私個人も非常に重要なディスカッションポイントだと思っています。また、

世界的にもそこを十分に考えて議論しているかどうかというのは、ちょっと疑問に思っ
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ているところです。それを確かめて一番いい方向に進めてゆく必要があります。既に日

本で決めている方式はそのままだとやはりビジネス的にも難しいところがあろうかと思

いますので、一番いいものも使える、さらにいろいろなオプションもあるという形を目

指していくのかなと思っております。そういう議論をしていきたいと思っています。 

（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございます。では、服部委員。 

（服部委員） ６０ＧＨｚ帯、伝送用無線システムの高度化について、諸外国の技術基準

との比較が左下の表にありますが、「ＥＩＲＰ」を見ますとむしろ日本の方が高くなって

います。それで「空中線電力」では、逆に場合によっては規定なしか、あるいは実質的

にはＥＩＲＰで効くとすれば、空中線電力を高める理由がちょっとよくわからないので

す。ＥＩＲＰでは、諸外国と合わせて逆に下げるのですかと。 

（安藤専門委員） この資料をお出しするときに、もう少し書き方を変えたほうがいいか

なという気持ちはちょっとしました。実は、日本のところがＥＩＲＰではなく、正確に

言うとアンテナ利得を規定しているのです。アンテナ利得が４７ｄＢという規定で、送

信電力の１０ｄＢｍを足して遠方ではＥＩＲＰ５７ｄＢｍという意味です。実は無線通

信というのは昔から遠くで使うものですから、遠方であれば全く同じ意味なのですけど

も、その規定の意味は違います。無線機のすぐそばでの電磁界強度は、そういう意味で

はＥＩＲＰといういい方をしますと、ある意味では野放しになりますので、これでいい

かというのは非常に微妙なところがあります。ただ、日本は利得ということで規定して

いるのを、外国と比べるためにＥＩＲＰで書き表したのがこの表なのですけども、規定

の意味は違っています。 

実は非常に重要なディスカッションポイントで、遠くでの通信にしか使わないのであれ

ば、同じ表現にすることにそんなに議論はないかと思うのですけども、規制の方針は全

然違うと私は思っています。その辺もこれから議論しなくてはならないと思っています。 

（服部委員） そういう意味では、やはり利用実態を踏まえた議論が必要と思います。 

（安藤専門委員） そうですね、はい。 

（服部委員） このシステムが高速伝送を含めた種々の利用に繋がることが望ましいと思

います。 

（安藤専門委員） 利用しやすいように。 

（服部委員） しやすいようにということですね。そういう利用実態を踏まえて、是非検

討していただければと思います。 

（徳田分科会長） はい。それでは時間の都合もありますので、次へ進めさせていただき

たいと思いますけども、陸上無線通信委員会におかれましては調査検討を進めていただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 
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「放送システムに関する技術的条件」のうち 

「ラジオネットワークの強靭化に関する技術的条件」の 

検討開始について 

 

（徳田分科会長） それでは続きまして諮問第２０２３号「放送システムに関する技術的

条件」のうち「ラジオネットワークの強靭化に関する技術的条件」の検討開始について、

放送システム委員会伊東主査から御説明をお願いいたします。 

（伊東分科会長代理） 伊東でございます。資料１０５－４を御覧いただきたいと思いま

すが、１枚めくっていただいて２ページの絵を見ていただいた方がよろしいかと存じま

す。 

ラジオネットワークの強靭化に関する技術的条件につきましては、１２月３日に開催い

たしました放送システム委員会において検討を開始しましたので御報告申し上げます。 

検討項目は、ここに示しておりますように二つございまして、一つ目はＳＴＬ、ＴＴＬ

と呼ばれているラジオ番組の中継回線の高度化、デジタル化についてです。もう一つは、

ＦＭラジオの極めて小規模な難聴地域を解消するためのギャップフィラーの導入につい

てです。これらの詳細につきましては、委員会事務局から御説明いたします。よろしく

お願いします。 

（久恒放送技術課長） 放送技術課長の久恒でございます。伊東委員からお話しいただき

ましたけれども、２ページ目の絵を御覧いただきたいと思います。 

ＳＴＬ／ＴＴＬ回線の高度化は左の図でございますけれども、演奏所から矢印が出てご

ざいますが、ＳＴＬはすなわちスタジオと親局を結ぶ番組中継の回線、それからＴＴＬ

につきましては、中継局と中継局を結ぶ番組中継の回線でございます。これまで６０Ｍ

Ｈｚ、それから１６０ＭＨｚの音声ＳＴＬ、ＴＴＬ回線は、ＡＭ放送のモノラルなもの

が中心でございましたけれども、これをデジタル化しＦＭ放送の番組中継をステレオで

行うようにするというものでございます。 

一方、右の図でございますけれども、これはラジオのギャップフィラーの整備について

でございます。ＡＭのラジオ放送には難視聴地域が一定程度存在することから、ＡＭの

ラジオ放送のＦＭ補完局の制度整備をこれまで行ってきたところでございますけれども、

ＦＭのラジオ放送についても、絵にございますように都市部や郊外の難視聴地域、それ

から山間部等のごく小さなエリアで発生します難視聴地域がございますので、新たにラ

ジオのギャップフィラーの制度整備を行い、より細かな難視聴対策を図るものでござい

ます。 



 

23 
 

これら二つの検討につきましては、昨年行われました「放送ネットワークの強靭化に関

する検討会」で御指摘いただきました事等を踏まえて行うものでございます。 

１ページ目にお戻りいただきまして、「検討体制」としましては、放送システム委員会

で先週１２月３日より検討開始いたしまして、来年の６月ごろに答申をいただきたいと

考えてございます。 

３ページ目、４ページ目には「放送ネットワークの強靭化に関する検討会」中間取りま

とめの内容を紹介させていただいてございますけれど、こちらは割愛させていただきま

す。以上でございます。 

（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございました。ただいまの説明について質問、

御意見等ございますでしょうか。はい、鈴木委員。 

（鈴木委員） 今の御説明の中にありましたように、３ページにあるような報告書の作成

に携わった者として、具体化が始まっているということを大変嬉しく思います。先の東

日本大震災において、このラジオというものが非常に重要であるということがこの検討

会の中間とりまとめ、そして今回の委員会の検討につながっているかと思います。対災

害性を高めるという技術は、この技術もそうであるように、既存の要素技術をしっかり

使っていける、したがって 先端Ｒ＆Ｄというものが必ずしもなくてもやっていけると

考えます。つまりやるか、やらないかということで、決めればやれるということが研究

開発も含めてあるような気がいたします。 

東日本大震災から３年９カ月ほど経ったわけですけれども、是非風化させずに、これか

らもＩＣＴの強靭化、レジリエンス化とか是非いろいろな耐災害 ICT 技術のＲ＆Ｄは、

こういった実用化を含めまして大変大切なことではないかと、進めるべきであると改め

て思ったところです。 

（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。それでは

大変重要なテーマですので、放送システム委員会において調査検討を進めていただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

 

通信・放送事業者による環境自主行動計画の 

フォローアップについて 

 

（徳田分科会長） それでは続きまして、通信・放送事業者による環境自主行動計画のフ

ォローアップについて、総務省から御報告をお願いいたします。 

（田邊情報流通高度化推進室長） はい。情報流通高度化推進室の田邊でございます。お

手元横長の紙で、資料番号が右肩にございますけれども１０５－５に基づいて御報告を

させていただきます。 
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１ページ目の「通信・放送事業者団体の環境自主行動計画の取組について」、まず経緯

から御説明を申し上げたいと思います。資料１ページ目の中段でございますけれども、

環境自主行動計画、これは地球温暖化対策として京都議定書が２００８年に全面改定さ

れてございます。その中で、政府全体の取組を強化していこうという動きがございまし

た。具体的には、２００８年から２０１２年までを強化期間とし、各業界団体に対策指

標、温暖化対策の定量的な指標を求めていこうということでございます。こうした動き

を受けまして、矢印の下側でございますが、各事業者団体は定量的な指標による削減の

取組を開始しました。この取組に対しまして、年度ごとの進捗状況のフォローアップを

行って、この分科会で御報告をしているという経緯があるものでございます。したがい

まして、２０１２年度の状況を今回御報告したいと思っております。 

２ページ目でございます。縦に関係の事業者団体が出ており、７団体ほどございます。

目標の指標がその次の欄に書いてございますけれども、おおむね分子には電力の消費量

を取りまして、分母の中で彼らの経済活動ということで、「契約数」でありますとか「売

上高」でありますとか、そういったものでエネルギーの削減原単位を出しております。

「基準年度」がその次に書いてありまして、それに対しまして目標が書いてございます。

２０１２年度どうだったかということが、赤枠で書いてあるところでございます。この

中で電気通信事業者協会、日本民間放送連盟、日本ケーブルテレビ連盟、それから衛星

放送協会につきましては目標水準を達成しており、これはいろいろと省エネ対策機器の

購入等、そういう細かな対応を取っていただいてきたのだろうということでございます。

また、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本放送協会に

ついては、目標達成がなされていないというわけでございますけれども、今後とも積極

的な取組を求めていきたいと思っておるところでございます。 

本年が強化期間の 終年度にあたるわけですけれども、これから先の温暖化の取組につ

きましては、新たな政府全体での計画を策定していくという動きになるかと思っており

ます。ただそれはまだ出来上がっておりませんので、今後の取組につきましてはそうい

う動きを待ちながら、改めて関係の事業者団体等と相談をして進めていきたいと考えて

おるところでございます。以上でございます。 

（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございました。それではただいまの説明につ

いて御意見、御質問はございませんでしょうか。 

（服部委員） よろしいですか。 

（徳田分科会長） 服部委員。 

（服部委員） 環境対策ということ、非常に重要な部分だと思いますけど、 近のＣＯＰ

のいろいろな議論を見ていましても、日本はまだ目標値を提出していないとか、諸外国

からいろいろ責められている。これは原子力発電所の被災の影響もあると思いますが、

それに比べて、比べてといいますか、通信放送関係がこれだけ努力して削減していると

いうことが、多分一般にはほとんど知られていないのではないかと思います。 
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ですから、もう少し広報なり、そういうことをして、電気通信関係ではこれだけ削減し

た、特に電気通信事業者協会は４７％という大変大きな効果を上げている。この審議会

だけで幾ら報告してもなかなか世の中には広がりませんので、もう少し世の中に知って

いただくような広報的な努力を、私は是非お願いしたいと思います。 

（徳田分科会長） はい、どうもありがとうございます。ほかによろしいでしょうか。ほ

かに御意見がございませんようでしたら、情報通信審議会といたしましても、是非今、

服部委員の御指摘にあったように広報をグローバルにやっていただいて、今後も業界団

体全体での積極的な取組に期待させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

閉  会 

 

（徳田分科会長）それでは以上で本日の議題は終了いたしましたが、委員の皆様から何か

ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは事務局から何かございますでしょうか。 

（蒲生管理室長） 特にございません。 

（徳田分科会長） はい。それでは本日の会議これにて終了といたします。次回の日程に

つきましては決まり次第事務局から御連絡を差し上げますので、皆様どうぞよろしくお

願いいたします。 

本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。 

以上で閉会といたします。どうもありがとうございました。 

 


