
周波数使用区別に
関する告示等の改正
と475kHz帯アマ
チュアバンドの新規
分配について
JARb周波数委員会

平成26年12月に「アマチュア業務に使用する電波

の型式及び周波数の使用区別を定める告示」等の一部

改正が菖示されました。改正の施行日は，平成27年1

月5日となりますので年の初めに開催されるJARL主

催のQSOパーティ（平成27年1月2日09‥00～3日

21‥00）の後の1月5日からの運用では，周波数使用

区別が変更となりますのでご注意をお願いします。

また，「アマチュア業務に使用する電波の型式及び

周波数の使用区別」のほか，「アマチュア局の無線設備

の占有周波数帯幅の許容値上「アマチュア局が動作す

ることを許される周波数帯」，「アマチュア局において

使用する電波の型式を表示する記号」の告示と「電波

法関係審査基準」が改正され，待望の475kHz帯がア

マチュア無線に新規分配されることになりました。

475kHz帯アマチュアバンドの周波数は，472～

479kHzでNAVTEX（航行警報）や，中波放送の周波

数と隣接するために免許条件が厳しくなっています。

免許の条件につきましても総務省から発表されまし

たので紹介します。

【改正までの経緯】

平成21年3月25日の告示改正は，135kHz帯アマチュ

アバンドの園内新規分配と7MHz帯の拡張が主な改正

でした。

その後も，パソコンを活用したデジタル通信用のさ

まざまなソフトウェアが次々と誕生し，アマチュア無

線を使ったデジタル通信のユーザーは世界的な規模で

急速に増えつつあります。

それに伴い，このような新しいデジタル通信方式を

使用した海外局との通信に支障がなく対応できるよう

匹三をぅ　NAVTEX 
航行警報テレックス（ナブテックス：NavigatjonTo・l即の略称）は， 

船舶に海上安全に間する情報を雄供するシステムです。日勤的に受信 

して紙に印字したり，モニター画面上にその情報を表示したりします。 

t波型式はFIBで用濾軌壬51蝕Hzまたは424kHZで放送されてい 

ます。 

サービスはテキスト（文字）情報のみですが，さらにホ慮化したシ 

ステムでテキスト情報の他に画職情報も提供できるNAVDATシステ 

ムの実用化も進められています。 

なバンドプランを求める声が出てきました。

JARL周波数委員会では，多くのアマチュア無線家

の皆様のご意見をいただいて，改正案を取りまとめる

ことにしました。周波数委員会では，平成24年春に

1回目の意見募集をおこない，バンドプラン改正の方

向性と改正案の概要を取りまとめて，平成25年に再度

ご意見の募集をおこないました。

このとき，アマチュア無線家の皆様方からいただい

たご意見を踏まえて，周波数委員会としての改正要望

をまとめ，平成26年2月の理事会に諮り，JARLとし

てのバンドプラン改正の要望を総務省に提出することと

しました。要望書は，平成26年3月12日に総務省総合

通信基盤局電波部に提出しました。この際JARLが提

出しました周波数使用区別改正の要望を基に，総務省

により具体的な告示等の改正案が作成され，平成26年

8月1日から9月1日までの間，総務省による意見募集（パ

ブリックコメント）がおこなわれ，このとき寄せられた

意見等を踏まえて今回の告示改正がおこなわれました。

「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数

の使用区別」の改正内容は，平成26年夏におこなわれ

た意見募集の際に提示された内容と同じですが，注釈

が整理されよりわかりやすい表記となっています。

JARLとしての改正案の骨子は，「国際的な整合を

最優先とすること」，さらに「できるだけ簡素なバンド

プランとする」ことを目標に取りまとめました。

JARLの意見募集でご要望の多かった，D－STAR等

のデジタル音声（DV：デジタルボイス）通信の呼出周

波数に開しましては，これまでと同様に推奨周波数と

して，51．30MHz，145．30MHz，433．30MHzとしてバ

ンドプランに記述しました。また，この周波数をDV

通信の非常通信周波数としました。ただし，UHF帯

以上の周波数帯の改正要望に開しましては，今回の改

正に残念ながら反映されなかったものもあります。

電波需要が急激に拡大している中で，さまざまな周

波数帯で他の無線業務との周波数共用検討等が進めら

れています。

JARL周波数委員会では，それらの動向を見据えつ

つ，UHF帯以上の周波数帯のバンドプラン改正につい

ては，今後も検討して行きたいと考えています。
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アマチュア局に許されている周波数帯と空中線電力
（平成27年1月5日から）

周波数帯 � � �賛格別最大 �空中線電力 � 

範囲 �略記 �鱒定 �第4級 �第3級 �第2線 �第1線 

（kHz） 135．7～137．8 �136K �（kHz） 136．75 �10W【注】 �50W【注】 �200W【注】 �200W【注】 

472～479 �475K �475．5 

1810～1825 �1．9M �1910 � ���lkll† 

1907．5～1912．5 ���10W 

3500～3575 �3．5M �3537．5 

3599～3612 

3680～3687 

3702～3716 �3．8M �3798 

3745～3770 

3791～3805 

7000～7200 �7M �7100 

10100～10150 �10M �10125 � � 

14000～14350 �14M �14175 

18068～18168 �18M �18118 ��50W 

21000～21450 �21M �21225 �10W 

24890～24990 �24M �24940 

（MHz） 28～29．7 �28M �（MHz） 28．85 

50～54 �50M �52 �20W ���500WH 

144～146 �144M �145 ���50W■2 �50W＊3 

430～440 �430M �435 

1260～1300 �1200M �1280　■ �10W＊4 �10W＊5 �10W＊2 �10W＊3 

2400～2450 �2400M �2425 �2W■4 �2W●5 �2W■6 �2W書6 

5650～5850 �5600M �5750 �2W �2W �2W �2W 

（GHz） 10～10．25 �10．1G �（GHz） 10．125 

10．45～10．5 �10．4G �10．475 

24～24．05 �24G �24，025 

47～47．2 �47G �47．1 �0．2W �0．2W �0．2W �0．2W 

77．5～78 �77G �77．75 

134～136 �135G �135 

248～250 �248G �249 

（kHz） 4630■7 �4630K �（kHz） 4630 � �50W �200W �lkW 

＊150～51．5MHzまでの周波数で外国のアマチュア無線局と通信を行う場合は1kW。

＊2　月面反射通信を行う場合は200W。　　　　　　　＊3　月面反射通信を行う場合は500W。

＊4　月面皮射通信を行う場合は20W。　　　　　　　　＊5　月面反射通信を行う場合は50W。

＊6　月蘭反射通信を行う場合は100W。　　　　　　　＊7　非常通信専用周波数

【注】136．75kHz及び475．5廿Izの周波数を使用する無線設備の等価等方頼射電力は川J以下であること
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バンドプランの表記と代表的な電波型式及び通信方式

表　記 �代表的な電波型式及び通信方式 

CW �AIA（モールス符号を使用する奄信） 

狭帯域 �占有周波数帯幅が3kHz以下のもの。AM（A3E）の帯域幅は6kHzだが，例外的にこの 
区分で運用する。 

広帯域 �占有周波数帯幅が3kHzを超えるもの 

狭帯域データ �SSB無線機を使用し帯域幅が3kHz以下のPSK－31（GIB，A2B）やJT－65（FID）， RTTY（FIB，A2B）等のデータ通信。（135kHz帝，475kHz滞，1．9MHz帯は帯域幅 

200Hz以下） 

広帯域データ �帯域幅が3kHz以上のデータ通信。FM無線機を使用したパケット通信（F2D），RTTY 
（F2B），PSK－31（F2B）等。 

狭帯域の電話 �SSB（J3E）やAM（A3E） 

広帯域の電話 �FM（F3E），D－STARのDV（F7W）等 

狭帯域の電信 �AMの送信機に可聴周波数（例：800Hz等）の発振器を付加してA2AやA2Bの通信を行 
う場合の区分。 

広帯域の電信 �FMの送信機に可聴周波数（例：800Hz等）の発振器を付加してF2AやF2Bの通信を行 
う区分。 

狭帯域の画像 �SSB無線機を使用したSSTV通信（F3F）やFAX（F3C） 

広帯域の画像 �FM無線機を使用したSSTV通信（F3F）やFAX（F3C） 

ビーコン �電波伝搬調査のためのビーコン用（AIA，F2A等） 

呼出周波数 �FM（F3E）の通信では，呼出周波数（メインチャンネル）でCQ呼出しや特定の局を指定 
して呼出しを行Irl使用する周波数等の連接が完了したら，呼出周波数以外の周波数に移 

行して交信を行います。呼出周波数は連絡設定専用の周波数ですので，この周波数では 
連絡設定以外の交信を行うことはできません。 

レビータ �レビータ局（中継局）を使用する通信。レビータ局は2帥MHz帯，430かIHz帯，1200MHz 帯，2400MHz帯，5600MHz滞，10GHz帯で免許されている。 

FM（F3E），D－STA．R　DV（F7W），D－STAR　DD（FID） 

月面反射通信（Earth－NIoon－Earth） 

VoIP �EcholinkやIRLP，WIRES等の通信（F3E，F7W） 

全電波型式 �電波の型式や運用形態を問わない周波数区分 

衛星 �アマチュア衛星を使用する通信 

ATV �アマチュアテレビ（F8W，F3F） 

高速データ �占有周波数帯域幅が9MHz以上の高速データ通信 

D－STARレビータ局相互間を接続するアシスト局（中継専用）間の無線中継回線（FID， 
F7W） 

RTTY‥Radioteletype（ラジオテレタイプ）

SSTV：Slowscantelevision（低速度走査テレビジョン）一枚の画像を10秒から90秒程度かけて伝送する画像通信。

VoIP：VoiceoverInternetProtocolを活用したアマチュア無線システム。

色望こう　一次業務・二次業務とは？ 
無線業務の周波数割り当てで，同じ周波数帯を他の賽精と共用す 

る場合があります◎ 

共用する無線集積の優先権を定めたもので，2次集積の無線局は1 

次集株の無線局に妨書を与える場合には周波数を変電したり，停濾 

したりするなどの連用制隈が課せられています。 

アマチュア無線では，1200MHZから24GH．Z幕の周波数帯では 

10．4GHz帯を除く全ての周波数帯が2次業務となっています。 

－ 
l知ってお三うISMバンドとは？ 

lnduStry・S・C始nco・Modica＝）an・dの略称で，農事・科学・医療 

用の無線バンドです。通信以外の用途に使用する周波数帯で四胃 

t気通信連合（lTU）鷺霊の無線通信規則で周波数帯が規定されて 

います。 

私たちの身近なところでは，lC彙霊券のSuicaやIcocaなどの 

交遽系ICカードに使用されている13．5・6MHz幕をはじめ，27MHZ 

欝，40MHz帯，2400MHz帯などがあり通信以外のさまざまな用 

塗で使用されています。 
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アマチュアバンドプラン

【狭帯域：占有周波数帯幅が3kHZ以下（A3∈を除く），広帯域：占有周波数帯幅3kHzを適える】

137．8　　472

CW．狭帯域データ（注1）

注1：占書■また幕儀憬200Hz以下のものに冊る。

479　1，810　　　　1，8251，9075

CW，狭帯域データ性1）

3．500　3，5203，㍊5　　3，訂53，599　　3，6123，㈱

CW．

獅脚）書誌・

青書・データ

3，535kHz非常i借欄濾蝕

CW．狭帯域データ（注1）

3朋7　　3，702　3，7163，745　3，打03，乃1　3，約5　　7御用刃7朋5　　　　　7，1仰

注1：3．535kHzから3，575k他王での■または，外加のアマチュア月とのデータ■膚にも使用することができる。
注2：7，04SkHzから7，1（X肱HZまでの■濃丘は，外皿のアマチュア月とのデータ1僧にも使用することができる。

10，1㈲　10，13010，150　14，000　14，070　　14，112

CW �狭帯域 データ �CW，狭帯域の �狭帯域の 
電話・酉像（注2） �全電波型式 

」7．050‥kH．Z非常通信周波数 

14，350　18，068　18，100　　18，110　　　　　　18，168

注1：14，100kHzの■濾熱は，JARLが印胃的な■■僧サ（ビーコン）宣遠膚する■合に躍る。
注2：14，112kH之から14，150kHzまでの層減数は　外膏のアマチュア月とのデータ濾情にも憬用することができる。
注3●1凱110kHzの■濃数は，JARLが可犀的な■暮膚号（ビーコン）を送信する■倉に■る。

CW �狭帯域 データ �CW，狭帯域の 電話・画像 

…教　　　，忘霊…緻」 

注4：18．㈱kHZから18，1的kHz及び18，110から18，12仇Hzまでの■濾熱11，外内のアマチュア■とのデータi膚にもせ用することができる。

21，000　　21，070　　21，125　21，150　　　　　　　　　　21，450　　24，890　　24，910　　　24，930

CW �狭帯域 データ � �CW，狭帯域の電話・画像 

」21，溺0・kHヱ 

ビーコン（注1） 

。W　L笠」 �CW，狭帯域の 
電話・画像 

■借用濾敷 �」ビーコン（注3） 

注1：21，1王氾kHZの月濃数は，JARLが℡書的な■■槽号（ビーコン）を送信する■合に障る。
法2：21リ125kH王から21，150kHzまでの用濃熱は，外四のアマチュア月とのデータ通信にも使用することができる。
注3：24，9別kHzの媚濃艶は，JARLが内陣的な■■儒号（ビーコン）を送償する■合に障る。
注4：24，930kHzから24，94OkHzまでの■濃鴨闇，外四のアマチュア月とのデータ暮僧にも使用することができる。

28．00　　　　28．07　　　28．15　28．20　　　　　　　　　29．00　　　　　　　　　　29．30 29．51　　29．59　　　　29．61　29．70

注1：28．却MHzの■激戦は，JARLが可牡的な■■償号（ビーコン）を送慣する場合に躍る。
注2－29．（氾MHzから29．30MHzまでの層減数は，外匹のアマチュア局との占有欄濾熱帯壌●が蝕Hz以下のt縫・t僧・爾●・データ及びCWによる1僧にも使用することができる。
注3：2乱150MHzから28，2（氾MH三重での層濾最までIi，舛匹のアマチュア局とのデータ1傷にも使用することがで雪る。

50．00　　　　50．150．2　　　　　　　　　　　51．00　　　　　　　　　　52．00　52．30　　52．50　　　　52．90　　　　　　　　　54．00

cw蝕「 �L　狭帯域データ ��広帯域の電話・電信・ 画像（注4） �VoIP �CW，狭帯域 の電話・ t信・酉像 �広帯域 データ �全電波型式 （実験・研究用） 
CW，狭帯域の電話・ 

EME（注 ��電信・画像 

」。肋ビ憲荒桐油 ���」5，．3。．MHZ霊認諾慧芸… 呼出用減数t非常i慣用濃艶 

注15仇∝胴Hzから5010MHZまでの用濃紺ま－　外皿のアマチュア局との占書凧濃艶幕嶋が31日ヱ以下のデータ温情にも使用することができる。
注2　50．∝lMHZから50．20MHzまでの欄濾数で月面反射過信（EME）を行う壌合に躍り占有層濾熱帯嶋が激Hz以下のデータ遽情にも使用できる。
注3　50．011JHzの媚濾蝕i．JARLがⅧ書的な■■膚号（ビーコン）を送什する■倉に騨る。
漣4　51MHzから51．SA．HzfでのJl濾牡で外正のアマチュア局とiI膚を行う4倉は，占TJS＊83kHz以下のt鰭・t∬・f＋・データ及びCWによるa膚にもd！用丁ることができろ。
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144．00144．02144．10144．40 144．50144．60　144．70　　　　　　　　　145．65　　　　　145，80　　　　　　146．00

濾1：144．10MHzから144．20MHZまでの欄減数は，

注2144．30MHZから144．猫MH之までの用濃数は，

外瓜のアマチュア勺と月面反射1膚にも使用できる。この■倉のt濃の占有層減数幕■の群書■ほ卸Hヱ以下のものに■与。
ヰ■事宙ステーションとの交膚に■って広青書のt鴨，t償および書●▲膚にも使用することがで馨る。

430▲00430．10430．50　　　430．70　431．00　431．40　　　　　431．90432．10　　　　　434．00435．00438．00　　　439．00440．00

1，260　　　　　　　　1，270 1，273　　　　　　　　　　　　　　1，2鮒　　　　　1，293　　　　　　　　　　　1，300

衛星 �レビータ �ATV，高速データ（注1） �レビータ � 

1，296．20　　　　　　　　1，299　　　　1，淡泊‘

2，400　　　　　2，405　　　2，407　　　　　　　　　2，424　　　　2，424．50　　　　2，425　　　2，427　　　　　　　　　　　2．450

注1イ蔦1データ」は，占有層減数尊書が9MHz以上のものに障る。

5，650　　5，6705，690　　　　　　　　　5，725　　　　　　　　　　　　　　5，765　　　5，770　　　　　　　5，8105，830　　5，850

5，誓華＿＿一一一一一一5；乃0‾一一‾‾‾ 5，755　　5，757　5，760　　　　¶、5762一・・㌧一一一一、▼阜765

レビータ �全電波型式 （実験・研究用） �ビーコン �晋思警讐●l全電波型式 

」呼出欄濃数

注1：「嘉1データ」は，占有欄濃艶幕書がgMHZ以上のものに障る。

10．∝旧10．025　　　　　10．080 10．150　　10．175　　　　　　　10．250　10．450

10175　10180　　　　　　　　102351023710．23510．237

全電波型式（注2） 

10．240　　　10．242　、－柑二245．10．250

レビータ �全電波型式 �ビーコン庫 �CW，狭帯域の �全電波 �レビータ 
（実験・研究用） ��t話・t信・酉像 �型式 

」呼出層濠数

注2・この■濃■糟■は．
書1連慣及び月面反
射辻僧にも優用する
ことができる。
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注1：「嘉1データ」に．占青書濃艶幕tがgMHZ以上のものに躍る。


