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開会

２

議事
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閉会

○藤原次長

無人航空機の長距離飛行等を可能とするための電波法令の規制緩和

少し時間が過ぎまして、申し訳ございません。

国家戦略特区のワーキンググループを始めさせていただきます。
ワーキンググル ープの先生方 とリードされ ている平副大 臣と小泉政 務官でいらっ しゃい
ますが、近未来技 術実証特区検 討会を開かせ ていただいて おりまして 、第３回目に なりま
すが、お手元にご ざいます、そ れぞれの技術 分野で多くの 提案をいた だいたのです が、共
通項ということで 、今後、少な くとも特区に おいて実現す べき改革事 項という中に 、自動
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飛行のところでご ざいますけれ ども、おいで いただいてお ります総務 省の関係で、 電波法
の関係があるもの ですから、これ について、特 に現行法令等 も確認させ ていただいた 上で、
委員の方々と意見交換をしていただくことにしたいと思っております。
八田座長、よろしくお願いいたします。
○八田座長

早朝からお越しくださいまして、ありがとうございます。

この問題はメデ ィアでも大き な関心を呼ん でいる問題で すけれども 、これについ ての各
省の御説明をお願いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○田原課長

総務省でございます。よろしくお願いいたします。

総務省の関係で 申し上げます と、お配りい ただいている １枚目だと 、２つ目の○ になり
ますけれども、電波法の関係でございます。
私どもも、特区 提案の詳細の ところは伺っ ておりません けれども、 こちらに書い てある
ような周波数の話 、あとは出力 の話といろい ろと御意見が 出ていると 承知している ところ
でございます。
本日でございま すけれども、 簡単な資料を 用意させてい ただいてお ります。電波 法令の
基本的な手続のと ころになりま すけれども、 これについて ざっと御説 明をさせてい ただけ
ればと思います。
お手元のパワー ポイントの資 料をおめくり いただいて、 １ページ目 、「ロボット 等によ
る電波の利用」と 書いてござい ますが、基本 的に電波利用 のときの手 続を書いてご ざいま
す。
電波を使用する 場合、原則は 無線局免許が 必要というこ とで、電波 法４条に書い てある
ということでござ いますけれど も、この免許 に当たっては 、使う設備 が技術基準に 適合し
ているかというこ と、電波が割 り当て可能で あるかという ことをチェ ックして、オ ーケー
であれば、免許という形になります。
点線枠の明朝体 で書いてある ところでござ いますけれど も、例 えば、2.4ギガヘル ツ帯の
無線LANは、ここで話題に なっているド ローン等での 映像伝送等 にも使われて います 。最近
では、ラジコン用 の電波として も使われてい ますけれども 、こちらの 周波数ですと か、送
信出力という技術 基準になると ころですけれ ども、こちら については 、情報通信審 議会で
技術の専門家ある いは同じよう な周波数を使 用するほかの 電波の利用 者の方々とメ ーカー
さんに参加いただ いて、技術的 にどうするべ きかという御 議論をいた だいた上で、 それを
踏まえて混信がな いようにとい うことで整理 されて、無線 設備規則と いう形で技術 基準化
していく形になってございます。
基本的に、このよ うに技術基準 をチェック しながら免許 をしていくわ けでございま すが、
中には、出力を低 く抑えるとい うことで、免 許が不要とい うものがご ざいます。先 ほどの
無線LANも同じよう なものでござ いますけれ ども、こ この２つの チェックがつ いている 、電
波の出力が著しく 微弱な無線、こ れは、本当に 近接なところ だけで通信 するものです ので、
余りドローンなど に使うもので はございませ んけれども、 ２つ目の出 力１ワット以 下で総
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務省令で定めるも のということ で、技術基準 適合証明を受 けている無 線設備云々と ありま
すけれども、先ほどの無 線LAN等の機器 が該当いたし ますが 、免許を取 らずに広く使 ってい
ただいている形になります。
一方で、こちら には書いてご ざいませんが 、携帯電話等 に関しては 、普通、ユー ザーさ
んは何の免許も手 続も要らない ところでござ いますけれど も、携帯電 話事業者が免 許をか
わりに取得している形になってございます。
使う電波の周波 数でございま すけれども、 基本的には、 国際的に周 波数分配が決 まって
いまして、それに準拠した形で使っていくことが原則になってございま す。
次の２ページ目 を見ていただ きたいのです けれども 、国際電気通 信連合（IT U）、国連の
専門機関になりま すが、こちら で世界を第一 、第二、第三 地域の３つ に区分して、 それぞ
れでざっくりと電波の利用法の形態を周波数ごとに決めている形になり ます。
ここで、上の地 域でございま すが、第一地 域が欧州・ア フリカ、第 二が北米・南 米、第
三がアジア・オセ アニアという ことで、日本 は第三地域に 該当する形 で、第一地域 あるい
は第二地域で使え ても、第三地 域の割り当て がそれらと違 えば、使え ない電波も出 てくる
ということでございます。
そのような背景 もございまし て、１ページ 目に戻ってい ただきます と、一番下の ところ
でございますけれ ども、例えば、5.8ギガヘル ツ帯もいろい ろとドロー ンでの映像転 送等に
使われているよう ですが、それ を日本で使お うとしたとき に使えない という御意見 もござ
います。
5.8ギガヘルツ帯 については、 アメリカで 使っていると いうことでご ざいますけれ ども、
この周波数は、日本はETCで使ってございます。
先ほどの国際的 な割り当てと いう意味では 、同じような 移動通信等 になるわけで ござい
ますけれども、そ の中の細かい 割り当てがそ れぞれの国で いろいろと 成り立ち等で 異なっ
ていることから、使えない電波が出てくるところでございます。
これをそのまま 、例えば 、このドロ ーンに使いま すと、ETC に混信・妨害が発生す るとい
うことで、場 合によって は、ETC が開かなかっ たりというこ とが起きる 可能性がある 形にな
ってございます。
３ページ目は、 一般論として の電波でござ いますけれど も、低い周 波数から高い 周波数
でそれぞれ特性に よって使い勝 手が変わりま す。昔は左側 の低い周波 数帯を使って 、いろ
いろな低速な通信 をやっていま したけれども 、だんだん高 い周波数、 右側を使って 、たく
さんの情報をたくさん送る形になってきている。
真ん中に黄色で「使 いやすい帯域 →需要大」と書い てございます けれども、主にこ のUHF
帯、SHF帯、マイク ロ波通信、こ の辺が、最 近ですと、携 帯電話ですと か、無線LAN に広く
使われていて、非常に混み合っている電波帯域になってございます。
一般に、ドローン などでもこの 辺の周波数 帯のものが世 界的に広く出 回っています ので、
安く手に入ること もございまし て、この辺を 使いたいとい うニーズが 高いところで ござい
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ます。
最後の４ページ 目でございま すけれども、 現在、ロボッ トに使用可 能な周波数帯 、主な
無線設備を書いて ございますけ れども、これ はロボット専 用というわけ ではございま せん。
先ほど申し上げ ました、免許 が要らない無 線局ですとか 、中には、 青い表の一番 上の73
メガヘルツ帯は昔 からラジコン の専用波とし てラジコンヘ リとかに使 っているとこ ろでご
ざいますけれども 、こういった ものから、い ろいろとほか の用途にも 使っていて、 ラジコ
ンというか、ロボ ット等にも使 えますという もので、こう いった周波 数帯がいろい ろとご
ざいます。
最近ですと 、この2.4ギ ガヘルツ帯と いうことで 、ラジコ ンのコント ロールもやっ ている
ケースが、特にホビー用等では多くなっております。
一方で、最近 、ドロー ンで飛ばして 、映像伝 送したいとい う御意見も あるというこ とで、
映像伝送系となる と、先ほど申 し上げたよう に、少し情報 量が多くな りますので、 周波数
帯が高いほうが一般的になってございます。
下の赤い表でご ざいますけれ ども、いろい ろと使われて いるのでご ざいますが、 一般的
に、ラジコンヘ リ等で、今、使われ ているものが 1.2ギガヘル ツ帯という 、免許が必 要なも
のでございます。
あとは一般にド ローンとかで 使っていて、 混信が多い等 、いろいろ と御意見をい ただい
たのが2.4ギガヘル ツ帯で、これ は、先ほど 来、出ている 無線LANと同 じようなシス テムを
使っていますので 、無線L ANが非常に普 及しているこ ともござい ますので 、混信が起 きてい
るところでございます。
ここの混信が起 きているとい うか、これは そういったも のを共用し ながらみんな で使っ
ていくという免許 不要のバンド でございます ので、なかな かそれを専 用的という形 になる
と、反対に無線LAN が使えなくな ったりという ことが起こり 得る状況に なるというこ とでご
ざいます。
背景、電波利用 の制度と電波 の割り当てに ついて、ロボ ット関係を 中心に簡単に 御説明
させていただきました。
以上でございます。
○八田座長

どうもありがとうございました。

今の御説明に対して、御質問はありますか。
○坂村委員

今の 御質問は全く そのとおりだ と思って、こ の問題が難 しいと私が思 ってい

るのは、第一に、これはITU もいるし、勝手に 我が国だけで 何かをやっ てしまうわけ にはい
かないことがありますね。
例えば、周波数 帯を勝手に変 えてしまうと か、使用目的 を変えてし まうとか、ま た、パ
ワーアップも勝手 にやってしま うわけにはい かないですね 。多分、ド ローンなどで 問題に
なっているのは、 ここのところ を見てもわか るように、使 う項目のと ころで、昔は 自動走
行とか、ドローン というものは なかったのに 、最近、その ようなもの が出てきたの で、問
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題になっているわ けです。使用 目的の違いが 問題なのは、 情報処理だ けのネットワ ークだ
と無線LANでちょっ と切れてしま っても、どう ということは ないかとい うことになる のです
けれども、ドロー ンとか、自動 走行のような 現実空間を動 いているも のの場合だと 遅れが
事故につながるの で、問題があ るかもしれな い。ドローン 、自動走行 に関しては、 特定目
的のことでどのよ うな問題が起 こるのかとい う研究を直ち に始めてい ただいて、何 かルー
ルを決めれば解決 するような問 題はルールを 決めて、早急 にこのよう な研究がうま くいく
ようにサポートをしていただければいいのではないかと私は思うのです 。
ほかの岩盤規制 と違って、勝 手に周波数を こちらにしろ とか、使い やすいからこ うだと
か、パワーアップをもっとしろとかということを言うのはおかしいと思 う。
だって、いろい ろな人たちが 電波を使って いるわけだか ら、ドロー ンと自動走行 だけが
一番重要だなどと いう話はどこ にもないです ね。それでET Cが使えなく なったって困 るし、
ほかの無線LANが使 えなくなった ら、今度 は逆にまた困 るわけだから 、ただ 、今、整 理がな
されていないこと だけは事実で 、自動走行と ドローンとい うものが明 らかに出てき たし、
特に自動走行に関 しては実用も 間近になって きていますか ら、ちょっ と急いで、ど のよう
なルールでどのよ うにするのか とか、まだあ いている周波 数で、その 特定目的に対 してち
ゃんと割り当てら れるのだった ら、それをき ちんと総務省 で早急にや ればいいので はない
かと思うのです。
少なくともルー ルはつくった ほうがいいと いう感じは、 ドローンの ある周波数帯 を使う
ときに、何か要るような気がしますけれども、少し技術検討をしないと 、
規制があるから壊せばいいという、簡単な問題ではないことはよく理解 しているの です。
○田原課長

御指摘ありがとうございます。

まさしくおっし ゃるとおりで ございまして 、私どももそ こを重々認 識しておりま して、
やはりロボットの 方々は電波を 余り御存じな い方がいらっ しゃるので 、例えば、ア メリカ
で売っているもの をそのまま買 ってきてしま って、端的に 言ってしま うと、そのま ま使う
と、先ほどの技術 基準適合品で はない形にな るので、違反 機器になる 、不法開設罪 に該当
してしまうのです けれども、ド ローンの利用 形態によって 、またいろ いろなニーズ がある
と思うのです。
それが結構ばら ばらに入って いるというこ ともありまし たので、昨 年秋以来、私 どもも
電波を知っている 産業の方とい うか、メーカ ーさんとか、 通信事業者 さんとか、こ の辺も
入っていただいて ちゃんと議論 する必要があ るのではない かというこ とで、業界団 体に検
討会をつくってい ただきまして 、去年の秋、 11月以来、ま ず、このニ ーズの整理、 今、先
生から御指摘があ りましたよう に、どのよう な形でどのよ うなニーズ あるのですか と、そ
れにはどういった 電波の特性と いうか、どの ぐらいの帯域 が必要で、 どのぐらいの 伝送速
度が必要かという ことを、ばら ばらではなく て、ばらばら だと本当に 個別に議論し ないと
いけなくなるので 、ある程度は そろえるもの はみんなそろ って、まず 、それを整理 する必
要がありますと。 その上で、で は、どこの電 波を使って、 今の国内の 電波の利用状 況から
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して、どこが少し 広げられます かとか、どこ を少し緩めて もいいです かという議論 をする
必要があるだろう と考えており まして、一応 、その業界団 体にも年度 内ぐらいにニ ーズの
整理とかをしても らえないかと いうことで検 討していただ いているこ ともあり、今 、３月
でございますので 、大体まとま ってくるとい うことで、私 どもとして は、近々先ほ どあっ
た情報通信審議会 で、そういっ た今までのニ ーズの検討等 を踏まえて 、技術基準の ベース
になる技術的なところの検討を始めようと、今、準備しております。
そこで、どこの 電波を使いま すかとか、い ろいろとある のですけれ ども、そうな ると、
真っさらな電波は 使い勝手のい いところでは ほとんどない ものですか ら、ほかとの 共用を
考えていただかな ければいけな いので、当然 、今、使って いるほかの 方々にも参加 してい
ただいて、どこまでいいですかと御議論いただく必要があると思ってお ります。
ただ、白黒とい うものでもな いので、先生 もおっしゃい ましたけれ ども、そこは ルール
で運用の条件を、 今までのラジ コンも、結局 は大体同じと ころで使う ときは運用調 整をし
て、譲り合いな がら、こ の時間はＡさ んが使って 、この時間 はＢさんが 使うみたいに して、
うまくやっていた だいているの で、そのよう な仕組みをで きるところ は入れていく という
ことで。技術的に 混信を排除で きるようなと ころはそうい った技術を 入れていくと いうこ
とになります。
ただ、全く新し いものになる と、また機械 が高くなった りしますの で、なるべく 普及品
ですね。このWi-Fi とかを使って いる、近く の周波数を使 うようなもの で考えていく とか、
そのようなものを ベースにしな がら、至急検 討していこう ということ で、まさに体 制を立
ち上げようとしているところでございます。
○八田座長

ちょ っと質問なの ですけれども 、今のお話は よくわかっ たのですが、8 .5は、

米国では無線LANで 使っていて、 日本ではETC だということ なのですが 、先ほどのお 話で、
基本的には第一地 域、第二地域 、第三地域で 分けられてい るわけです けれども、物 によっ
ては、それにもかかわらず使えるということなのですか。
○田原課長

御指摘のとおりです。

割り当てが完全 に違ってしま っていて、例 えば、アメリ カではいい のだけれども 、日本
では絶対にだめというものもございます。
中には、今のよ うなもので、 同じような移 動通信関係の ように使わ れているので 、そこ
はある程度の調整が可能というものもございます。
例えば、5.8ギガ ヘルツ帯でご ざいますけ れども、今、E TCで日本の 場合は使って いると
いうことでござい ます。私ども が昨年懇談会 を開いていろ いろと議論 をしていたの ですけ
れども、アメリカ では無線LAN、 Wi-Fiに使っ ているという ことで、全 くアメリカと 同じよ
うにいくかどうか はわからない のですけれど も、あ る程度 、日本のWi-F i環境も同じ ように
していこうと。先 ほどの2.4ギガ ヘルツ帯も 混んできてし まって、夜に お宅でWi-Fi を使う
と、いっぱい近 くでWi-Fiを 使っていて 、つながりに くく、遅 くなることが あります 。これ
から５ギガヘルツ 帯のWi-Fiも広 がってくる と思いますが、そのときに やはりニーズ が広が
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るのだろうという ことで 、今、日 本では使え ないこの辺もW i-Fiに使え るようにして いこう
ではないかという議論は、並行してやっております。
こちらについて も、今、使っているETC 等との干渉、どこ までなら許 容できるのか という
技術評価をしなけ ればいけませ んので、今、 ちょうどその 技術評価を しているとこ ろでご
ざいまして、整理がついた段階で、無線LAN、Wi-Fiに使えるようにして いこうと。
そのときに、先 ほど坂村先生 からも御指摘 がありました けれども、 ドローンとい う新し
い使い方が出てき ているので、 そのような利 用形態も含め て、そこの 技術的条件と かを定
めていけば、今よ りも使いやす い形が実現で きるのではな いかと思っ ていますので 、ちょ
うどそういったWi- Fiの議論と、 海外でドロ ーンが使って いる周波数が 、大体2.4ギ ガヘル
ツ帯も、5.8ギガヘルツ 帯もそうなの で、そのような議 論は一緒に やると。先にどち らかが
入ってしまうと、 後から入って くる人に対し て、いや、電 波干渉する からやめてく れとい
う議論があるので すけれども、 同じようなと きに想定して 議論してお けば、先ほど 申し上
げたとおり、ある 程度、ドロー ンでも使いや すいような形 でシステム が実現できる のでは
ないかと思って、私どもは対応していくつもりでございます。
○八田座長
○阿曽沼委員

どうぞ。
業 界団体で去年 の秋より議論 がスタートし ているとの 事ですが、こ の業界

団体はどちらの団体ですか。
○田原課長
○阿曽沼委員

電波産業会というところが、主に無線機器と放送機器の団体です。
多 くの工業会は 、基本的に行 政におもねっ て、前向き な、活発な議 論が出

てこない可能性があるのではないかと心配ですが。
○坂村委員
○阿曽沼委員

電波に関しては、そんなことはないですよ。
電波はそんなことはないですか。

業界なども含め て、広く議論 をして、スピ ード感を持っ ていただく ことが重要だ と思い
ます。
○田原課長

例え ば、その検討 会には千葉大 の野波先生も 入っていた だいて、一緒 に御議

論いただいていま す。もちろん 、ロボット業 界ですとか、 建設業界の 方とか、ユー ザー団
体の業界さん、建設会社の方も入っていただいて議論をしております。
片方からの議論 にならないよ うに。どちら かからだと、ど うしても議 論が偏ってし まう。
○阿曽沼委員
○坂村委員

ありがとうございました。
電波 に関しては、 ほかのものと 非常に違って 、当たり前 なのだけれど も、み

んなが使いたがるのです。
だから、ここで もって政府が 何かを言った からといって 、意見を言 わない人など はいな
いと私は思います。
○阿曽沼委員
○坂村委員

それは良かったです。
どん な業界の人も 物すごくいろ いろなことを 言って、特 に一番もめる のは放

送のところと携帯 電話ですけれ ども、これは 新聞にも出る ぐらいで、 いろいろと主 張する
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人が出てくるぐら いで、それを どのように調 整するかとい うことは非 常に大変なの だけれ
ども、今、阿曽沼さんも言ったように、一番大事なことはスピード感だ と思うので す。
特に、今、特区 はスピードを 求めようとし ているので、 特に自動走 行の自動車と ドロー
ンに関しては、特 別にスピード をアップして 、いろいろと 御納得いた だけるような グルー
プをつくれれば、大体いいのではないかと思うのです。
さすがにドロー ンをやってい る人だって、 ほかの分野よ りドローン のほうが偉い などと
いうことはめちゃ くちゃだから、そのような ことを言った ら、それはお かしいとなり ます。
放送も重要だし、ETC も重要だし、ドロ ーンも重要だ し、ロボットも 重要だと言っ ている
ときに、電波はみ んなのものだ から、ドロー ンとロボット だけが重要 だという話は おかし
いです。
放送や携帯電話 は今までもあ ったけれども 、今までない ものが出て きたから、検 討を早
めてある程度の答 えを、こうしま しょうとい うルールを作 るとか、ほか の業界の人た ちと、
携帯電話をやって いる人とか、E TCを使って いる人とかと の間で合意を とるような努 力を、
もうちょっとスピ ード感を持っ てやってくれ ることが、こ れに関して は、一番大事 なこと
ではないかと思うのです。
誰もめちゃくち ゃは言ってい るわけではな いし、野波先 生もそんな ことはよくわ かって
いると思うから、 めちゃくちゃ は言えないと 思うのだけれ ども、スピ ード感という ところ
が重要なのだと思うのです。そのスピード感を出してほしい。
○八田座長

そこに関しては、どのような感じにしますか。

ともかく検討が 始まっていて 、今年度で一 応の検討がな されるとい うことですが 、例え
ば、5.8などに ついては、例えば、８ぐらいまで には可能とか 、少なく ともそのよう な検討
がなされているということですか。
○田原課長

検討 のスケジュー ル感でござい ますけれども 、基本は、 先ほど申し上 げた、

例えば、業界団体でやっていただいて、ニーズの整理は今年度内という ものがあり ます。
この技術基準と いうか、新し いこれをやる ときに一番時 間がかかっ てしまうもの が、先
ほど御指摘があり ましたけれど も、例えば放 送と干渉し得 るとなると 、そことの調 整で、
混信が起きませんという、要は証拠を出さないといけないのです。
机上計算で済ん でいるうちは 、結構、短期 間でできたり するのです けれども、最 近はい
ろいろと混み合っ ている関係上 、実際に、こ の場合ですと 、ドローン にそのような 無線局
を使わせて高いと ころを飛ばし て、どの程度 の干渉が起き ますかという ことを評価を して、
この程度ならオー ケーですねと いうことで整 理をしていき ます。そこ に、若干、時 間がか
かるということでございます。
例えば、先ほどの5.8 ギガヘルツ帯 の議論でご ざいますけれ ども、今、５ギガヘル ツ帯の
無線LANの拡張の議 論をしていて 、今年度、5 .8ギガヘルツ 帯よりもも っと下を先に 検討し
ておるものですか ら、来年度、5.8 ギガヘルツ 帯の議論を１ 年かけてやる 形になってい ます。
一方で、この ドローンの 議論でござい ますけれども 、今、私どもが想 定しているも のが、
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年度内でニーズを 整理していた だくので、そ れを踏まえて 技術的検討 に来年度に入 ります
ということで、私ど ものスケジュ ール感です と、来年度に片 をつけるイ メージでおり ます。
○坂村委員

もう 一つ、ここは 、今、近未来 技術実証プロ ジェクト特 区を募集して いて、

資料１の表に書い てありますけ れども、ここ を特区にする といったと きに、多分、 ドロー
ンにしろ、自動走 行にしろ、こ のような技術 認証をするた めに特別な 地域で、そこ に住ん
でいる人たちもい いというのだ ったら、何か 問題が起こっ たとしても いいと言って いる人
たちなのだから、 そこを特区に してどんどん 実証実験をや ろうとして いるわけなの で、そ
のようなところで いろいろなこ とを総務省か ら御援助して いただいて 、特区なら少 しやっ
てもいいというこ とがあるなら ば、それは総 務省も立ち会 ったってい いと思うのだ けれど
も、これに協力す るということ で、何か特区 でできるよう にしてあげ たらどうなの かと思
うのです。
そこのところで 、例えば、特 区になるとこ ろが、放送と 混信しても 構わないから やって
くれと言うのだっ たら、住んで いる人たちが いいと言って いるのだか ら、それはい いので
はないのかという感じはありますね。
ETCはまずいけれどもね。
○八田座長

特にE TCの場合はい ろいろ問題 があるかもし れないけれど も、も う一つ 、全体

で出力増大のよう なケースです 。これなどは まさに坂村先 生がおっし ゃったような ことが
可能になるのではないか。
だから、ある意 味で、先ほど おっしゃった 、検証が必要 だというこ とに利用する という
こともあり得るのではないでしょうか。
○坂村委員

全くそのとおり。

○田原課長

私ど もは、この特 区の議論を聞 いていて、そ ういった本 当の評価のた め、い

ろいろと特区の御 意見のところ で、普通に何 でも使えるよ うにしてく れと言われて しまう
と、いや、それは無理ですよという話になります。
例えば、先 ほどの5.8ギ ガヘルツ帯と か、特 定のものをあ る程度の出 力の範囲でと いうこ
とで、この地域ということであれば、あらかじめそこで評価ができます 。
そこで免許なし でどうのとい うと、なかな か難しいので すけれども 、場所が決ま って、
環境が決まれば、こ れは技術基準 的な書面を 取らなければ いけないとい うのですけれ ども、
そのようなことは 全然なくて、場 所が決まれ ば、私どもはあ る程度は先 に評価ができ ます。
例えば、アメリ カのものを持 ってくるみた いなものだと 、大体、ア メリカでの技 術基準
には合っていると いう程度まで は確認できて いるので、免 許手続にし ても、非常に 短期間
でできるようになります。
そのようなこと で、そこの場 では実験しや すくしていく ということ は対応できる と思っ
ています。
そこの評価の結 果を、全国の ところの、先 ほどの技術的 な評価のと ころで反映と いうこ
とは十分あり得る議論でございます。
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何でもかんでもと言われてしまうと。
○坂村委員

そんなことは言っていない。

何でもかんでも 自由、そこだ けは野放図に しろなどとい うことでは なくて、特定 目的は
決まっているから 、そのものに 関しての実証 と解釈してい ただいて、 協力いただけ れば、
うまくいくのではないかと思うのですけれどもね。
○田原課長

あと 、ドロ ーンですので 、飛ん でいくときに も、例 えば、何とか市だっ たら、

隣の市への影響等 もあることは よく考えてく ださいという 前提はつき ますけれども 、いず
れにせよ、ある程 度はそういっ た前提があっ て、目的がは っきりして いれば、いろ いろ議
論ができます。
○八田座長

それ であれば、非 常にエンカレ ッジングで、 私どもも、 出てきた提案 で、具

体的にこのような 場所でこのよ うな要望があ ることをお伝 えして、そ れを御検討い ただく
という、今後の検 討のプロセス の中に入れて いただいて、 なるべく早 く、少なくと もこと
しの秋の国会には出せるような形でやりたいと思っています。
○田原課長

多分 、よほどのこ とがないと、 電波法の法改 正まではい かない、省令 対応の

ような話になると思います。
○坂村委員

法律を変える必要はないですね。

○田原課長

そこまでの話にはならないと思っております。

根本のところに 入ってくると 別ですけれど も、そのよう な話でもな いのだろうと 私ども
は思っております。
○坂村委員

それ を早く、協力 すると声明を 出せばいい。 直ちに解決 する問題で、 余りも

めるような問題ではないと思っているのです。
○田原課長

私ど もも、近々そ のような議論 を始めたいと いう話があ って、そこで は、こ

のように使いたい と言っている 人たちの意見 も聞きたいと 思っていま して、そのよ うな意
味から、どのよう な提案が出て いるのかとい うことを教え てください ということで 、我々
も情報をいただければ。
○坂村委員

これが決まるのはいつでしたか。

○八田座長

場所はあれでしょうね。もうちょっと後になりますね。

○坂村委員

だか ら、それはこ ちらとしても 、決まったら 直ちにその 人たちと話を して助

ける。決まる前だっていいですよ。
○八田座長

決まる前も提案が出ているわけだから。

○田原課長

提案 が出ている方 で、どういっ た具体的なこ とをやって いるのか、オ ープン

情報であれば、我々もそういった方々に聞いて。
○坂村委員

藤原さん、これは出せないのですか。

○藤原次長

公開 を希望してい る方とそうで ない方がいら っしゃるの で、またちょ っと振

り分けの作業など も、今、して おりますので 、少し整理を して、また お届けをした いと思
います。
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○坂村委員

とい うか、検討す ると言ってく ださっている のだから、 だったら、先 出しで

勉強してもらえば。
○藤原次長

できるだけ速やかに。

○坂村委員

速やかにやれば、お互いに損することは何もないのではないですかね 。

○田原課長

でき るところとで きないところ があるので、 それを我々 もクラリファ イして

いかないと、議論を進めることができません。
○八田座長

ほかに、委員の方からございますか。

事務局から、何か御意見はありますか。
○藤原次長

坂村 先生、八田先 生にまとめて いただきまし たけれども 、これはきち んとし

た全国ベースのル ールを、総務 省を中心にき ちんとやって いただいて いることを前 提に、
まさに実証、実験 の場としての 特区というこ とでスピード 感を持って 、その部分は 、必要
があれば、制度改 正も早くして いただくとい ったアプロー チだと思い ますので、ぜ ひ総務
省におかれても御協力いただければと思っております。
そんな形でよろしくお願いします。
○八田座長

これ は副大臣、政 務官は本当に 力を入れてお られますの で、どうぞよ ろしく

お願いいたします。
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