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御紹介いただきました総務省の吉田です。私は入省以来

電気通信事業及び国際関係を中心に担当してまいりました。

電波の関係は昨年の夏から担当しております。

今日は、総務省の電波政策に関する全体的な方向性をお

話しさせていただきますので、御理解いただければ幸いです。

まず、ここ10年ぐらいの政府全体のICT政策と総務省の施

策についてお話しします。御承知のように、当初はインフラ

部分を中心に進めてきました。ちょうど、e-Japan戦略Ⅱぐ

らいから利活用が重要だということが言われ始めました（図

1．これまでの電波政策

1）。

電波について言えば、周波数の統合や移行の促進を、こ

こ5、6年推進してきました。昨年から、2010年代の中ごろを

見据えた、次の戦略を考えていくべきではないかということ

で、電波政策懇談会で1年ぐらい検討を重ねてきたというの

が全体的な流れです。

これまでの電波利用高度化に向けた取組は、「周波数の移

行の再編」、「利用環境の整備」、「研究開発・国際標準化の

推進」という三つの柱に基づき推進してきました（図2）。

次に、昨年から取り組んでいる施策の背景としては、電波

の利用分野が拡大し、電波に対する需要が非常に増大して

いるという状況があります。

昨年、3.9世代移動システムに向けた技術基準を策定した

際の予測では、2007年から10年後には200倍ぐらいのトラヒ

ックが必要になると見込まれております。これに対応するた

めの周波数をどう割り出していくのかというのが、一つの大

きな課題になっております（図3）。

このような中で、電波の利用の将来像、どのような利用の

形態が考えられるのかということを検討してきました。従来

は、ブロードバンド、衛星、放送といった分野が中心で、こ

2．電波利用の将来像
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図２．これまでの電波利用高度化に向けた取組

電波の利用状況 
調査・評価の実施 
（毎年度） 

周波数再編アクション 
プランの策定 
（毎年度） 

周波数割当て計 
画の策定 

新たな電波利用 
システムの導入 

安心・安全な国民生活を守る電波監視 
体制の整備 
1.混信障害申告に基づく的確な対応 
2.重要イベント等での監視体制の強化 

人体に与える影響に関する取組 
世界各国の研究成果及びWHO、ICNIRP等 
の動向を踏まえ、人体に影響を及ぼさな 
い電波の強さに関する「電波防護指針」 
を策定 
医療機器に与える影響に関する取組 
携帯電話端末を含む各種電波利用機器が 
植え込み型医療機器へ及ぼす影響について 
継続的に調査を実施し、影響を防止する 
ための指針を公表 

重要無線通信妨害対策 

電波の人体及び医療機器等 
に与える影響に関する取組 

無線局への混信・妨害申告件数の推移 

研究開発・国際標準化の推進 利用環境の整備 周波数の移行・再編 

6GHz以下の周波数のひっぱく状況 
を低減するために、6GHz以下で使 
用されている無線システムを比較的 
ひっぱくの程度が低い高マイクロ波 
帯や未利用周波数帯（ミリ波帯）へ 
移行するための技術 

現在割り当てられている周波数 
帯域を圧縮することにより、電 
波の効率的な利用を図る技術 

周波数を効率的に利用する 
技術の研究開発 

周波数の共同利用を促進する 
技術の研究開発 

高い周波数への移行を促進す 
る技術の研究開発 

電波が稠密に使われている周波数 
帯において、既存無線システムに 
影響を及ぼすことなく、周波数の 
共用を可能とする技術 

○ 新たな電波利用システムが導入できる周波数 
を確保するため、毎年、電波の利用状況を調 
査･評価。また､周波数の移行･再編の方向性 
を示す周波数再編アクションプランを策定。 

○ この結果等に基づき、総務大臣が周波数割 
当て計画を策定。 

我が国では、これまでも電波利用の成長・発展に相応する形で、電波利用高度化に向けた各 
種の取組を推進 

図１．政府全体のICT政策と総務省の施策の流れ
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れらの分野については、高速化・大容量化というのが一つの

流れとしてありました。

それに加えて、2010年代には人々の日常生活において電

波がより密接に使われるようになると予測され、家庭内、安

心・安全、医療・少子高齢化対応等、五つの新たな電波利

用システムの実現を目指しております（図4）。

総務省が従来提唱してきた「いつでも、どこでも、誰とで

も通信できる（ユビキタス）社会」が真に現実のものになっ

ていくのではないかということです。

電波利用を産業面からとらえた場合、どのような経済効

果が出てくるのかということです。新たな電波利用システム

の実現により、2020年には50兆円規模の電波関連市場が創

出されると予想しております。

3．新しい電波利用の経済効果

50兆円の内訳を見ると、インフラ、あるいは基本サービス

の部分の伸びは、限られているのではないかと予測していま

す。逆に言うと、アプリケーションサービスとか、関連サー

ビスのところを伸ばしていく必要があります。さらに今後の

ことを考えると、国内市場だけを見据えていてはいけないと

いうことで、積極的な国際展開を行っていく必要があります

（図5）。

日本経済は今非常に閉塞感があるわけですが、政権交代

もあって、資源配分とか従来の政策の優先順位を変えていく

ということで、様々な施策が検討されております。同時に、

全体のパイを伸ばしていく努力も必要であり、これらに対し

て電波の分野からも貢献をしていきたいということで、「電波

新産業創出戦略」を取りまとめました。

その具体的な内容は、五つの電波利用システム（図4）を

2015年までに実現し、2020年までにこれを更に高度化・発

展していこうというものです。これを推進するために実施す

べき方策として周波数の再配分、研究開発等「五つの推進

プロブラム」（図6）を提唱しています。

総務省に期待される話として、まず周波数をどうするのか

ということが一番に求められると考えております。現時点で

の検討状況は、図7の右欄のとおりで、大まかに言えば、こ

のような周波数帯が考えられるということであって、細部は

5．周波数分配をどうするか

4．電波新産業の創出
図３．電波利用分野の発展によるトラヒックの増大

（トラヒック試算例）3.9世代移動通信システムのトラヒックの推計結果 

情報通信審議会 情報通信技術分科会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会 
IMT-2000高度化作業班（第8回）資料を基に作成。 

3.9世代移動通信で 

約２００倍！ 

①新たに創出されるサービス 
（例） 
・ハイビジョン映像のアップロード 
・映像教材のストリーミング 
・大容量データ伝送による家電との連携 
・大容量のサイネージ情報の配信 
・医療画像伝送による遠隔医療 

②新システムに置き換わって提供さ 
れる既存のサービス 

＜コンテンツの大容量化＞ 
（例） 映像ストリーミング 
3.5G：384Kbps（au「LismoVideo」等の例） 
3.9G（2012）：4Mbps（圧縮率の高いHD映像と 
想定） 
3.9G（2017）：8Mbps（ハイビジョン並み映像と 
想定） 

③既存システムにより提供され 
る既存のサービス 

● 3.9世代移動通信システムの導入に 
よる社会・経済へのインパクト・効果 
の視点として、5年後、10年後のトラ 
ヒックの伸びを①新たに創出される 
サービス、②新システムに置き換わっ 
て提供される既存のサービス、③既 
存システムにより提供される既存の 
サービスの要素から試算。（2007年 
を100とした場合） 

携帯電話や無線LANを利用したリッチコンテンツの流通や利用が増大 

新たな電波利用システムの登場や電波利用分野も拡大 

2020年までに電波利用の質・量が爆発的に拡大し、トラヒックは200倍以上に 

図４．2010年代の電波利用システムの将来像

◆ これまで、電波利用システムは「ブロードバンドモバイル」「デジタル放送」「衛星システム」に代表されるワ 
イヤレスブロードバンド分野を中心として高度化・発展。今後も超高速・大容量化技術等により、一層の成 
長・発展が期待。 

◆ 従来のワイヤレスブロードバンド分野に加え、電波利用技術の進展により、合わせて五つの電波利用シス 
テムが実現。 

①ワイヤレス 
ブロードバンドシステム 

◆ブロードバンドモバイル 
◆デジタル放送 ◆衛星システム 

②家庭内ワイヤレス 
システム 

◆無線チップ ◆ 非接触ブロードバンド 
◆ワイヤレス電源供給 

④医療・少子高齢化 
対応システム 
◆ボディエリア通信 
◆ ワイヤレスロボティクス 

⑤インテリジェント 
端末システム 

◆シンクライアント端末 ◆ ワイヤレス臨場感通信 

③安心・安全 
ワイヤレスシステム 

◆センサーネットワーク ◆安心・安全/自営システム 
◆ワイヤレス時空間基盤 

家庭内 ワ イ ヤ レスシ ス テ ム のイメ ー ジ 
家電機器へのワイヤレス電源供給によるコンセントフリー住宅 
家庭でのＴＶとレコーダとの間のケーブル等が完全ワイヤレス化 
簡単に自由な装着で家電に無線機能を搭載 

インテリジェント端末システムのイメージ 
どの端末を利用しても自分のIT環境を実現 
臨場感通信により、どこでもよりリッチなエンターテイメントサー サ ー 
ビスを享受 

ワイヤレスブロードバンドシステムのイメージ 
ギガビットクラスの超高速携帯電話通信サービス 
HDTVを超える超高精細スーパーハイビジョン放送 
全世界で使える衛星/地上デュアルモード携帯電話 

医療・ 少 子 高 齢化対 応 シ ス テムの イ メ ー ジ 
カプセル型内視鏡ロボット/センサーにより、患者の身体的負担 
を軽減 
農業、介護等における高齢者支援ロボットサービスの実現 

ワイヤレス 
ネットワーク 

ワイヤレス 
アプライアンス 

ワイヤレス 
プラットフォーム 

ソフトウェア 
無線技術 

ワイヤレス 
認証技術 

コグニティブ 
無線技術 

５分野の成長を支える 
コアテクノロジー 

安心・安全ワイヤレスシステムのイメージ 
環境や人のログを収集し、様々なサービスを提供 
車車間通信等により交通事故を回避 
シームレスな屋内外ナビゲーションサービスを実現 
災害現場等の映像情報を機動的に伝送できる公共ブロードバ 
ンドシステムを実現 



今後詰めていく必要があります。問題は、今後新しい周波数

が出てくるわけではないので、今以上に技術開発をして利用

効率を上げていくとか、周波数の共用を進めていくといった

検討を加速する必要があります。

もう一つは、法制度をどうするのかということを考えてい

かなければならないと思っております。この夏に融合法制の

一環として審議会の答申が出されたところであり、全般的な

見直しをしていこうということで、来年に向けて準備をして

いる状況です。

現行の制度は、図8の左欄のとおりです。無線のシステム

については、分配から始まって、技術基準を作って、そのあ

と個々の免許申請を受けて、ということで全体の流れが書い

てあります。右欄には、それぞれのフェーズに応じて、現行

の手続のどの点を見直す、あるいは修正したら良いかについ

て書いてあります。夏の段階ではまだ全体的な方向性が示さ

れただけであり、これから、皆さんの御意見も聞きながら来

年度の法案提出、その後の政省令の制定に向けて作業を進

めていかなくてはなりません。

もう一つ、今後検討すべき項目として「ホワイトスペース」

があります。「ホワイトスペース」とは、放送用などある目的

のために割り当てられているが、時間的・地理的・技術的な

条件によって他の目的にも利用可能な周波数です。私がこれ

を初めて聞いたのは4、5年前で、米国というのはなかなかな

すごいことを考える国だと感心した記憶があります（図9）。

昨年11月に米国でReport and Orderというのが採択され

7．ホワイトスペース

6．電波制度をどうするか
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図５．新たな電波利用システムの実現による経済的効果

新たな電波利用システムの実現により、2020年に新たに50兆円規模の電波関連市場を創出 

ワイヤレス新サービス・関連分野波及 
・レコーダー市場 ・ノートPC市場 

・広告用ディスプレイ市場 ・ホームセキュリティ市場 

・カプセル内視鏡による検診 ・パートナーロボット市場 等 

アプリケーションサービス 
・携帯用ゲーム機市場 ・カーナビシステム市場 
・RFID市場 ・携帯電話向けゲーム市場 

・音声・音楽の携帯電話配信市場 等 

ワイヤレス基本サービス 
・携帯電話市場（通話・データ伝送） 

・ワイヤレス・ブロードバンド市場 

・テレビ放送事業市場 ・ラジオ放送事業市場 等 

ワイヤレスインフラ 
・携帯電話市場（ハードウェア） ・薄型テレビ市場 

・ラジオ受信機市場 

・移動系通信事業の設備投資 

・地上波放送の設備投資額 等 

25.3兆円 

44.6兆円 

55.5兆円 

80.4兆円 

これらの直接効果に加え、 
70兆円規模の波及効果を創出 

2015年 ⇒ 37.6兆円 
2020年 ⇒ 68.9兆円 

積極的な国際展開方策により、 
8兆円規模の輸出市場も創出 

2015年 ⇒ 6兆円 
2020年 ⇒ 8兆円 

新たに50兆円の電波関連市場の創出 

70.9兆円 

図６．電波新産業創出戦略

2015年までに「コードの要らない快適生活環境」や「ぶつからない車」など、五つの電波利用システ 
ムを実現 

→ 新たな電波関連市場の創出・我が国が抱える社会問題の解決への貢献 

ユーザー参加型のオープンなテストベッドを活用した「アプ 
リケーション開発や社会実証の推進」 

国際展開を念頭に置いた産学官一体の「ブロードバンドワ 
イヤレスフォーラムの設置」 

電波産業の創出を推進するための「電波利用制度の抜本 
的見直し」 

研究開発と連動した「新たな周波数再編アクションプラン 
の策定」 

１ 

２ 

３ 

４ 

多様化する電波環境へ対応した「電波利用環境の整備」 ５ 

経済的波及効果 

社会的波及効果 

2020年に50兆円規模の新た 
な電波関連市場を創出 

我が国が抱える社会問題の解 
決に貢献 

◆少子高齢化問題 ◆食料問題 
◆環境・資源問題 ◆災害問題 
◆医療問題 ◆格差問題 等 

50兆円規模 
の市場拡大 

五つの推進プログラム 

図７．五つの電波新産業創出プロジェクト実現のための周波数配分

周波数割当ての現状 周波数配分 

ブロードバンドワイヤレ 
スプロジェクト 

携帯電話 ： 
・BWA

800MHz帯、1.5GHz帯、1.7GHz帯、2GHz帯、2.5GHz帯 
（合計約500MHz幅） 

無線LAN ： 2.4GHz帯、5GHz帯 

デジタル放送： VHF、UHF帯（地上）、Ku帯（衛星）等 

衛星システム： L帯（移動）、S帯（移動）、C、Ku、Ka帯（固定） 

2020年において現在の200倍以上と予想される 

候補：700/900MHz帯、2.6GHz帯、3‐4GHz帯 

スーパーハイビジョンに対応する衛星放送用 
周波数帯の検討 候補：21.4‐22GHz帯 

衛星／地上デュアルモード携帯電話に対応する 
周波数帯の検討 候補：2GHz帯 

家庭内ワイヤレスプロ 
ジェクト 

UWB ： 3.4‐4.8、7.25‐10.25GHz帯 

データ伝送用： 25/27GHz、60GHz帯 

電源供給 ： LF帯（電磁誘導用） 

ハイビジョン映像クラス以上の大容量データを 
非圧縮で伝送可能な家庭内ワイヤレススーパー 
ブロードバンドに対応する周波数帯の検討 
候補：準ミリ波帯（25/27GHz帯） 

ミリ波帯（60GHz帯、70GHz帯、120GHz帯等） 

離れた機器等にも柔軟に電源供給を可能とする 
ワイヤレス電源供給技術に対応する周波数帯の 
検討 候補：VHF帯、マイクロ波ISM帯 

安心・安全ワイヤレス 
プロジェクト 

センサーネットワーク ： RFID帯（135kHz、13.56MHz、433MHz、 
950MHz帯、2.4GHz帯）等 

ITS ： 5.8GHz帯、76GHz帯等 

公共業務用： VHF帯（警察、消防、自治体用等） 

列車、船舶、航空無線： UHF帯（列車）、C帯（船舶）、 
Ku帯（船舶、航空） 

広域エリアをカバーするセンサーネットワーク用 
の周波数帯の検討 候補：VHF帯 

高精度の測位を可能とするITS自動車レーダー用の周波数 
帯の検討 候補：79GHz帯等 

建物等の遮蔽環境での通信に適した周波数帯の 
検討 候補：700MHz帯 

列車、船舶、航空用無線の高度化、ブロード 
バンド化のための周波数帯の検討 候補：40GHz帯 

医療・少子高齢化対応 
プロジェクト 

医療用テレメータ： 400MHz帯 

ワイヤレスロボティクス： 無線LAN帯（2.4GHz帯、5GHz帯）、 
RFID帯、携帯電話・PHS・BWA帯 

医療用無線システムに適した減衰が少なく安定 
した通信品質の確保が可能な周波数帯の検討 
候補：400MHz帯 

インテリジェント端末プ 
ロジェクト 

シンクライアント、臨場感端末： 
携帯電話・BWA帯、無線LAN帯、ミリ波帯等 

シンクライアント端末、臨場感端末の実現に必要 
な超高速無線伝送に適した周波数帯の検討 
候補：携帯電話、無線LAN用周波数帯 

携帯電話等のトラヒック増に対応するための 
周波数帯の拡大（約1.4GHz幅の追加） 



ました。ただ、米国内でもいろいろ反対があって、1年ぐらい

経過していますが、思ったよりは議論が進んでいないように

見受けられます。日本でもいろいろな意見があるのは承知し

ていますが、まずは検討を進めるための研究会を設けて議論

を開始していきたいと考えております。

もう一つ重要なことは、日本の場合、これから少子化とい

うことで国内市場が小さくなるわけですから、やはり海外市

場にいかに対応していくかを念頭に置いていかなければなり

ません。これまでは、まずは国内市場で開発・普及させ、次

にそれを国際に持っていくにはどうしたらよいかという順序

で対応してきたと言えましょう。もちろん、それも一つの有

効な方策であることに変わりありませんが、逆に、最初から

世界にどう展開していくのかという、最終到達点を考えて、

8．電波産業の国際展開

その上で国内でどう対応するのかを考えていくというアプロ

ーチも重要になってくると考えています。

最後に、今、私が心掛けていることが二つございます。一

つは、従来、電波の世界は規制という側面からとらえられる

ことが多く、電波を利用した産業を伸ばしていこうという姿

勢で見ることが少なかったように感じています。これは別に

電波の世界にだけ当てはまる話ではないのですが、事前の規

制は必要最小限にしていく一方、事後に何か問題があったと

きには、きちんと対応できるよう事後的なルールを充実して

いく必要があると考えております。

もう一つは、これは役所の仕事がどこまでかということと

も関係しますが、技術基準を作る、あるいは制度化をする、

ということで、そこで仕事が終わったと思ってしまう嫌いが

あります。せっかく良いものを作っても、それが実際利用さ

れなければ、あるいは普及しなければ何も意味がないわけで

す。制度を作るのはいいのですが、何年か経過した段階で、

それが果たして利用されているのか、普及しているのかを検

証してみることが重要です。もしうまくいっていないとすれ

ば、その理由が何かを考えてみることが必要です。その結果、

制度的に問題があるのであれば、見直しをしていかなければ

いけないと考えているところです。

御清聴ありがとうございました。

（2009年10月15日　第378回ITUクラブ講演より）

9．最後に
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図８．現行電波制度との対比

周波数の分配 

技術基準の策定 

免許 

免許申請 

審査（欠格事由、無線局の必要性、技術基準適合等） 

ホワイトスペースの活用 

無線システムの導入 

無線局の開設 
免許不要局の範囲の見直し 
携帯電話基地局免許の包括化 

技術基準提案制度 
技術基準策定計画 
技術基準策定の迅速化 

複数の目的を有する無線局 
外資規制の見直し 

定期検査の簡素化 

目的変更を可能にする 

無線局の運用 

目的外使用の禁止＋目的変更原則禁止 

技術基準適合義務 

定期検査 

技術基準適合証明制度の整備 
技術基準適合命令、技術基準不適合機器の把握 

現行制度 見直し事項 

図９．ホワトスペースについて

各地域ごとに、その地域で放送用に使用されていない 
チャンネルがある。 

放送用などある目的のために割り当てられているが、時間的・地理的・技術的な条件 
によって他の目的にも利用可能な周波数 
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東京のチャンネル割当て 

小田原 八王子上恩方 

全国のデジタル放送用チャンネル 

那須寄居 （例）秩父 

いわゆる「ホワイトスペース」とは 

A県 B県 

1、2チャンネル 
（A県の放送チャンネル） 

3、4チャンネル 
（B県の放送チャンネル） 

Ａ県においてホワイトスペースであるＢ県のチャンネル（3、4 
チャンネル）を用いても、Ｂ県の放送局の電波に影響を与える 
場合がある。 

ホワイトスペース 
用無線機器 

放送局 
放送局 
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