
国際電気通信連合（ITU）の無線

通信部門（ITU-R）の主要会合であ

る「無線通信総会（RA: Radio-

communication Assembly）」および

「世界無線通信会議（WRC: World

Radiocommunication Conference）」

が2012年１～２月にスイスのジュ

ネーブにて開催されました．ここで

はこれらの会合の結果の概要につい

て報告します．

無線通信総会

無線通信総会はITU -R＊１の総会
であって，ITU-Rの研究委員会（SG:
Study Group）から提出された勧告
案の承認，作業方法やプロセスを規定
する決議案の見直しと承認，次期研究
会期における研究課題の承認，SG議
長副議長の任命などが主な議題です．
RAは通常世界無線通信会議と同時期
に開催されています．
RA-12は2012年１月16～20日に，

スイス・ジュネーブ市にある国際会議場
（CICG）において開催されました（1）．
102カ国から526名が参加し，日本か
らは28名，NTTグループではNTTお
よびNTTドコモから７名が参加しま
した．
RA-12における検討体制を図１に示

します．全体会合を司るプレナリのも
とで，COM1からCOM5までの委員
会が設置され，それぞれ，会議運営，

予算管理，編集，SG構成・作業計画，
RAおよびSGの作業方法が議論されま
した．これらの委員会のうち，SGの活
動等のための具体的な項目が議論され
るのは，COM4とCOM5です．
■勧告の承認

各SGから提出された勧告案につい
て，３件の新規勧告案，１件の改定
勧告案が承認され，１件の勧告改定
案は差し戻しとなりました．
新規に勧告となったITU-R M.2012
は，IMT-Advancedの詳細無線イン
タフェースに関するもので，日本・欧
州等の技術に基づく3GPP仕様を基
本とした「LTE-Advanced＊２」，お
よび米国IEEE仕様を基本とした
「WirelessMAN-Advanced」の２
つの方式が採用されています．また，

差し戻しとなった勧告改定案はうるう
秒による協定世界時（UTC）の調整
を廃止するものでした．うるう秒の廃
止に対し賛成の米国・日本，反対の
イギリス・中国，情報不足であるとい
うアフリカ・アラブなど，異なる３種
類の意見が挙げられ，今回の議論の中
では結論づけることが難しく，科学業
務を担当するSG7へ差し戻して継続し
た研究を進めるとともに，RA-12の直
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議長： 

Jamieson氏 
（ニュージー 
ランド） 

COM1　会議運営 

議長：Jamieson氏（ニュージーランド） 

COM2　予算管理 

議長：Bin Hammad氏（UAE） 

COM3　編集 

議長：Rissone氏（フランス） 

COM4　SG構成・作業計画 

議長：Arbesser-Rastburg氏 

　　　　（ESA） 

WG4A　作業計画 

WG4B　SG活動関連決議 

WG4C　新技術 

COM5　RAおよびSGの作業方法 

議長：Haines氏（米国） 

WG5A　作業方法 

WG5B　リエゾンおよび任期 

WG5C　特別委員会その他 

図１　RA-12 の検討体制 

＊1 ITU-R（国際電気通信連合・無線通信部
門）：電気通信分野における国際連合の専門
機関である国際電気通信連合（ITU）の無線
通信部門で，無線通信に関する国際的規則
である無線通信規則の改正に必要な検討，
無線通信の技術・運用などの問題の研究，
勧告の作成および周波数の割当て・登録な
どを行う機関．

＊2 LTE-Advanced：3GPPにおけるIMT-
Advancedの名称．IMT-Advancedは第３世代
移動通信システムであるIMT-2000の後継シ
ステム．



後に開催されるWRC-12へ将来議題と
して提案することが決定されました．
■決議の承認

決議については，６件の新規決議，
26件の改訂決議，１件の決議の削除
が承認されました．新規決議では，コ
グニティブ無線システムの利用と導入
の技術条件等の研究，温室効果ガス
削減のための無線通信装置の省エネ
ルギー策の検討，地上ニュース収集シ
ステムの周波数の世界的/地域的調和
のための研究，学会，大学，研究機
関のITU-R活動に参加するための加盟
などが採択されました．また，改訂決
議ではSGの作業方法として研究課題
に基づかないトピックの研究による勧
告策定が可能であることの明文化や勧
告の採択・承認を２段階の郵便投票
を経ずに同時に行える手続きの推奨
（PSAA）と投票期間の３カ月から２
カ月への短縮，SG議長・副議長の任
命のためのガイドラインとして，地域
バランス，途上国参加の促進，ジェン
ダバランス，専門性を考慮した副議長
の任命とSG作業量を考慮した副議長
数の決定などが行われました．
■研究課題の決定

スマートグリッドシステムに用いる無
線システムの技術・特性や既存無線シ
ステムに与える影響の検討，ミリ波固
定無線方式の将来技術と展望に関す
る検討，スーパーハイビジョンに関す
る検討など，各SGの合計223件の研
究議題が承認されました．
■SG議長・副議長の任命

次研究会期（2012～2015年）で
は，SGの構成はこれまでと変わらず，
図２に示すような体制となりました．
日本からは，SG5議長に橋本明氏

（NTTドコモ），SG4副議長に河合宣
行氏（KDDI），SG6副議長に西田幸
博氏（NHK）が選任されました．

世界無線通信会議

WRC-12は無線周波数帯の利用方
法，衛星軌道の利用方法，無線局の

運用に関する各種規定，技術基準な
どの国際的な電波秩序等を規律する無
線通信規則（RR: Radio Regula-
tions）の改定を行うためのITU-Rで
の最大規模の国際会議で通常３～４
年ごとに開催されます．WRC-12は
RA-12に引き続き１月23日～２月17
日にRA-12と同会場にて開催されまし

NTT技術ジャーナル 2012.10 71

世界無線通信会議
（WRC-12）

全員参加の大会場で仏語アルファベット順の座席のため日本団席は１階後方である 

図３　メイン会場の模様 

SG1　周波数管理 
議長：Pastuk氏（ロシア）　副議長：11名 

SG3　電波伝搬 
議長：Arbesser-Rastburg氏（ESA）　副議長：８名 

SG4　衛星業務 
議長：Hofer氏（米国）　副議長：河合氏（KDDI），他９名 

SG5　地上業務 
議長：橋本氏（NTTドコモ）　副議長：11名 

SG6　放送業務 
議長：Dosch氏（ドイツ）　副議長：西田氏（NHK），他11名 

SG7　科学業務 
議長：Meens氏（フランス）　副議長：５名 

図２　SG における研究体制 



た（2）（図３）．約170カ国から約3 000
名が参加し，日本代表団では71名，
NTTグループからはNTTおよびNTT
ドコモから８名が参加しました．また，
図４に示す議題が議論されました．
WRC-12における検討体制を図５に

示します．全体会合を司るプレナリの
もとで，COM1からCOM7までの委員
会が設置され，運営，委任状，予算
統制，航空・海上関連の検討，衛星
関連の検討，WRC-15議題等，編集
に関して議論されました．特に，技術
や規則に関する具体的な検討は，
COM4，5，6の各委員会にて実施さ
れました．
■地上ニュース収集システム（ENG）

の世界共通または地域的な新規周

波数の割当て

ENG用に共通的な周波数を確保す
ることを検討した議題です．議論の結
果，新規の周波数の割当てなしとな
り，日本の既存サービスである放送，
電気通信業務への影響は回避できま
した．また，RA-12においてITU-R決
議59（各国においてENGに利用可能
な周波数をまとめたデータベースの
策定を推進）が作成されたため，既存
サービスの周波数データベースに関す
るWRC決議は作成されませんでした．
■1.5/1.6 GHz帯における航空移動

衛星業務用周波数の長期安定的な

使用

航空需要の増加に伴う周波数割
当ての手続きなどが検討されました．
日 本 としては運 輸 多 目 的 衛 星
（MTSAT）の柔軟な周波数調整を目
指しました．
議論の結果，必要な周波数量を客

観的に事前算出する方法や現行の調整

結果に不服がある場合の事後評価会合
の開催が規定され，日本が必要とする
周波数の確保に向けた新たな調整手続
が設定されることとなりました．
■71～238 GHz帯における固定業務

に関連する技術的，規則的事項の

検討

71～238 GHz帯での地上の固定業
務に対する衛星利用の科学業務等と
の共用条件が検討されました．本帯域
への固定業務の研究開発・導入のた
め，新たな規制の導入に反対する立場
と，地球探査等への影響を危惧して強
制的な周波数マスクを導入する立場の
間で調整が図られ，82～96 GHz帯に
推奨値（非強制値）の周波数マスク
が決議750を修正して導入されました．

同マスクには日本が主張した各主管庁
での数値決定の余地を脚注に記述する
ことが合意されたため，日本に導入済
みの周波数マスクの修正対応は不要と
なり，また，共用検討の基礎となる決
議731，732は修正して維持されたの
で，ITU-Rでの研究活動も継続可能
な条件が強化されました．
■３～50 MHzにおける短波海洋

レーダへの周波数分配の検討

海洋漂流物の検知による港湾での安
全な航行や津波の観測などに用いられ
る海洋レーダ機器の運用に必要な周波
数の獲得を目指すものです．
日本が希望する周波数帯を含む８周

波数帯（24 450～24 600 kHz等）
に，無線標定業務用の周波数が新た
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議題1.1　脚注からの自国名の削除 
議題1.2　国際的な周波数監理枠組の見直し 
議題1.3　無人航空機システム（UAS）のための周波数関連事項 
議題1.4　112-117.975MHz, 960-1164MHz及び5000-5030MHzにおける航空移動業務の導入 
議題1.5　電子式ニュース取材方式（ENG）のための世界共通又は地域共通な周波数の検討 
議題1.6　275-3000GHzの周波数利用及び光学通信に関する検討 
議題1.7　1.5/1.6GHzにおける航空移動衛星（R）業務用周波数の長期安定的な使用 
議題1.8　71-238GHzの固定業務に関連する技術的，規則的な検討 
議題1.9　海上移動業務におけるデジタル技術の導入 
議題1.10　船舶港湾安全システムの運用に関する周波数関連事項 
議題1.11　22.55-23.15GHzにおける宇宙研究業務（地球から宇宙）の一次分配 
議題1.12　37-38GHzにおける航空移動業務からの干渉に対するその他の業務の保護 
議題1.13　21.4-22GHzにおける放送衛星業務と関連するフィーダリンクの周波数利用 
議題1.14　30-300MHzにおける無線標定業務の追加分配の検討 
議題1.15　3-50MHzにおける短波海洋レーダへの周波数分配の検討 
議題1.16　20kHz未満における雷の観測のための気象援助業務の検討 
議題1.17　第１地域及び第３地域における790-862MHzの移動業務及びその他の業務の適切な保護 
議題1.18　2483.5-2500MHzにおける無線測位衛星（宇宙から地球）の世界共通分配の検討 
議題1.19　ソフトウェア無線，コグニティブ無線の導入に関する検討 
議題1.20　5850-7075MHzにおけるHAPSへの周波数特定 
議題1.21　15.4-15.7GHzにおける無線標定業務への一次分配 
議題1.22　ショートレンジデバイス（SRD）による影響の検討 
議題1.23　415-526.5kHzにおける約15kHz幅のアマチュア業務への二次分配 
議題1.24　7750-7850MHzにおける気象衛星業務の7900MHzまでの分配拡張 
議題1.25　移動衛星業務への追加分配の検討 
議題2　無線通信規則に参照による引用をされたITU-R勧告の参照の現行化 
議題4　決議・勧告の見直し 
議題7　衛星調整手続の見直し 
議題8.1　無線通信局長の報告 
　Issue A　ISM機器による無線通信業務の保護 
　Issue B　無線通信規則附則第30A号9A条及び附則30号第11条の表における備考欄の更新 
　Issue C　地球観測について 
議題8.2　将来の世界無線通信会議の議題 

図４　WRC-12　議題一覧 



に確保されました．
■22.55～23.15 GHz帯における宇宙

研究業務への一次分配の検討

将来に宇宙探査用に活用される衛星
〔月周回衛星（SELENE2）等〕のた
めに新周波数の獲得を目指して検討が
行われました．この検討対象周波数帯
域には，移動無線基地局エントラン
ス，加入者無線システム等の既存シス
テムが存在します．
検討の結果，日本が希望する周波

数帯（22.55～23.15 GHz）に，宇
宙研究業務用（月周回衛星を地上か
ら指示・制御するための信号等）周波
数が新たに確保されることとなりまし
た．また，ITU-Rでの共用検討を反映
した条件，すなわち，既存業務を妨げ

ないこと（宇宙研究業務地球局は国
境から一定距離離れた位置に設置す
る）が脚注として文章化されたことに
よって既存サービスには影響ないこと
が確認されました．
■ソフトウェア無線，コグニティブ

無線の導入に関する検討

ソフトウェア無線＊３，コグニティブ
無線＊４の導入にあたってRRの変更が
必要であるかどうかについて議論され
た結果，RRは変更なしとなりました．
コグニティブ無線は，新WRC決議

の作成を主張する通信分野地域共同
会合（RCC），不要とするアジア・太
平洋電気通信共同体（APT）・米州
電気通信会議（CITEL）・欧州郵便
電気通信主管庁会議（CEPT）の意

見が対立し，最終的には決議956を削
除し，新たにWRC勧告を作成するこ
とになりました．
■高高度プラットフォームシステム

（HAPS）用中継線への周波数特定

5 850～7 075 MHzの間において
HAPS用中継線向け周波数帯の特定
が議論されました．検討の結果，オー
ストラリアおよびアフリカ４カ国につい
て6 440～6 520 MHzおよび6 560～
6 640 MHzがHAPS中継線に使用さ
れることとなりましたが，ITU - R
Reportに記載された共用条件を満足
すること，運用開始する前に影響を与
える可能性のある主管庁からの明示的
な合意を得ることが必要条件となりま
した．日本では，検討対象周波数帯
域には固定無線方式が存在しますが，
共用条件を満足する前提では問題は生
じないと考えられます．
■移動衛星業務（MSS）への追加分

配の検討

MSSとして，複数の候補周波数か
ら新規に周波数割当てを求めて検討さ
れました．日本としては，新規に電気
通信用（基地局エントランス等）に導
入可能な周波数帯にMSSが割当てさ
れないように対処しました．今回は，
MSSに新たな周波数は全く分配され
ませんでした．ただし，22～26 GHz
のMSS分配可能性について検討する
WRC-15新議題が承認されました．
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議長： 

Al Awadhi氏 
（UAE） 

COM1　運営 

COM以上の議長・副議長で構成 

COM2　委任状 

議長：Selek氏（トルコ） 

COM3　予算統制 

議長：Gracie氏（カナダ） 

COM7　編集 

議長：Alajouanine氏（フランス） 

COM4　航空・海上関連等 

議長：Mettrop氏（イギリス） 

WG4A　無線標定 

WG4B　航空 

WG4C　海上・アマチュア 

COM5　衛星関連等 

議長：阿部氏（三菱電機） 

WG5A　科学 

WG5B　衛星 

WG5C　固定・移動・放送 

COM6　WRC-15議題等 

議長：Zourmba氏（カメルーン） 

WG6A　一般的事項 

WG6B　規則的事項 

WG6C　将来の議題 

図５　WRC-12 の検討体制 

＊3 ソフトウェア無線：周波数帯，変調方式，
出力などの無線パラメータをソフトウェア
によって設定，変更できる無線通信もしく
はそれらを実現するための技術．

＊4 コグニティブ無線：電波環境などに応じて，
最適な無線パラメータや通信方式を選択す
る無線通信．



■将来の世界無線通信会議（WRC-

15）の議題

2015年11月に予定されているWRC-
15の議題の一覧を図６に示します．こ
の中では，
・IMT用追加周波数の特定
・13～17 GHz帯における固定衛星
業務（地球から宇宙方向）への
一次分配（300 MHz幅）
・79 GHz帯レーダへの周波数の追
加分配

が，日本が提案した議題です．
また，各地域からの提案や今回の

RA，WRCでの議論を踏まえて以下の
議題も採択されました．
・694～790 MHz帯における移動
業務への周波数分配（第１地域）
に伴う措置
・無人航空機システム（UAS）の
ための固定衛星業務帯域の使用

検討
・うるう秒のあり方

今後の活動

今回，WRC-12にて承認され各国
によって署名（図７）された改正RR
の大部分は，2013年１月から国際的
に発効します．これに合わせ，本年中
に国内の電波関係法令に必要とされる
改正を行う予定となっています．
WRC-15の議題にみられるように，

IMTや固定衛星等の特定のシステムに
関する周波数分配が議論される予定で
あり，世界的に関心が高まるものと思
われます．
NTTグループでは，WRC-15に向け

て，ITU-Rおよびアジア・太平洋地域
の関連会合等において引き続き積極的
な貢献をしていく予定です．

■参考文献
（1） 総務省：“国際電気通信連合（ITU）無線通

信総会（RA-12）の結果，”2012．1．
（2） 総務省：“国際電気通信連合（ITU）2012年

世界無線通信会議（WRC-12）の結果，”2012．2．
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グローバルスタンダード最前線

議題1.1　IMT用追加周波数の特定 
議題1.2　694-790MHz帯における移動業務への周波数分配（第１地域） 
議題1.3　ブロードバンド公共保安及び災害救援（PPDR）の導入 
議題1.4　5300kHz帯におけるアマチュア業務の二次分配 
議題1.5　無人航空機システムのための固定衛星業務への周波数分配 
議題1.6.1　10-17GHz帯における固定衛星業務の一次分配（250MHz幅）（第１地域） 
議題1.6.2　13-17GHz帯における固定衛星業務の一次分配（300MHz幅）（第２地域及び第３地域） 
議題1.7　固定衛星業務による5091-5150MHz帯の利用見直し 
議題1.8　5925-6425MHz及び14-14.5GHzにおける船上地球局（ESV）の関連規定の見直し 
議題1.9.1　7150-7250MHz帯及び8400-8500MHz帯における固定衛星業務への周波数分配 
議題1.9.2　7375-7750MHz帯及び8025-8400MHz帯における海上移動衛星業務への周波数分配 
議題1.10　22-26GHz帯における移動衛星業務への周波数分配 
議題1.11　7-8GHz帯における地球探査衛星業務への一次分配 
議題1.12　8700-9300MHz帯及び/または9900-10500MHz帯における地球探査衛星業務（能動） 
　　　　　への周波数分配（600MHz幅） 
議題1.13　有人宇宙船間通信の利用拡大 
議題1.14　世界協定時（うるう秒挿入）の見直し 
議題1.15　UHF帯における船上通信の利用見直し 
議題1.16　新たな自動船舶識別装置（AIS）の導入 
議題1.17　航空機内データ通信（WAIC）の導入 
議題1.18　自動車アプリケーションのための77.5-78.0GHzにおける無線標定業務の一次分配 
議題2　無線通信規則に参照による引用をされたITU-R勧告の参照の現行化 
議題4　決議・勧告の見直し 
議題7　衛星調整手続の見直し 
議題8　脚注からの自国の国名削除 
議題9　無線通信局長の報告 
議題10　将来の世界無線通信会議の議題 

図６　WRC-15　議題一覧 

図７　署名受理の掲示 

今後の活動


