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１ はじめに 

電波法施行規則（昭和 25年電波監理委員会規則第 14 号）第６条第１項第１号で規定され
る電波が著しく微弱な無線局（以下「微弱無線設備」という。）の電界強度の測定方法につい
ては、著しく微弱な電波を発射する無線局の電界強度の測定方法を定める件（昭和 63年郵政
省告示第 127 号、以下「告示第 127 号」という。）において一般的な測定条件が定められてい
る。しかし、近年、微弱無線設備は多様化が進んでおり、告示第 127 号ではこうした多様化
を考慮した詳細な測定条件が規定されていないことから、測定を行う試験所によって測定結
果が異なるおそれがあることが指摘されている（電波政策 2020 懇談会報告書 1）。 
総務省では、微弱無線設備から発射される電波の強度が電波法で定める値以下であること

を効率的かつ合理的に確認できる測定方法の確立に向けて、平成 29年度から令和元年度まで
の 3 か年で「無線設備の適合性評価における試験方法等に関する調査検討 2」（以下「試験方
法の調査検討」という。）として、欧州統一規格（EN 規格）、米国国家規格協会（ANSI）及
び国際無線障害特別委員会（CISPR）における微弱無線設備の測定方法と告示第 127号の測
定方法を比較検討し、実測結果も踏まえて最適な試験方法及び測定方法の調査検討を行い、
測定を行う試験所による測定結果への影響を抑制可能とする被測定機器の設置条件や測定方
法を整理した。 
本解説書は、試験方法の調査検討の結果を踏まえ、微弱無線設備の電波強度について、測

定を行う試験所による測定結果への影響をできる限り抑制した「微弱無線設備の電界強度測
定を行う際に参照可能な一般的な考え方」を示すものである。したがって、各測定者におい
て、被測定機器の実情等を反映しつつ必要に応じて測定方法を追加することや、告示第 127
号の規定の範囲内で測定方法を省略することを妨げるものではない。 
また、本解説書は、今後の技術革新により新たな微弱無線設備が登場する等の状況変化に

合わせ、適宜見直しを行う予定である。 
  

                                                        
1 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denpa_2020/02kiban09_03000328.html 
2 https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/purpose/tectest/ 
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２ 微弱無線設備について 

微弱無線設備の基準は電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14号）第６条に
おいて規定されている（16ページ【参考資料 関係規程集】参照）。 
具体的には以下のとおりとなっており、この基準を満足する無線機器は免許不要で利用す

ることができる。 
 
無線設備から３メートルの距離での電界強度（電波の強さ）が、次の図に示されたレ

ベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。 
総務省告示で定められている試験設備の内部のみで使用する無線設備については、試

験設備の外部における電界強度が３ｍの距離における電界強度に補正した値が次の図に
示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。 

 
人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態でのみ使用する無線設備

については、その外部における電界強度が３ｍの距離における電界強度に補正した値
が、次の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はあり
ません。 

 
また、周波数や用途など制限はありません。 

 
電波利用ホームページより引用（https://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/） 
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微弱無線設備の具体的な測定方法は、告示第 127 号において表 1 に示す六つの項で規定さ
れており、一般的な配置は図 1 のとおりである。 
本解説書では、測定者による結果の差異が大きいと考えられる「二 被測定機器の設置条

件」及び「五 測定の方法」について、測定方法の一般的な考え方の例を示す。 
 

表 1 告示第 127号の構成 
一 試験場の条件 
二 被測定機器の設置条件（本解説書の対象） 
三 測定器の条件 
四 測定用空中線の条件 
五 測定の方法（本解説書の対象） 
六 その他 

 

 
図 1 電界強度測定時の一般的な配置 

  

被測定機器

回転台

測定用空中線

金属大地面
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３ 被測定機器の設置条件（告示第 127号第二項関係） 

告示第 127 号第二項「被測定機器の設置条件」第１号では、被測定機器の測定時に「通常の
使用状態に近い状態」で設置することを規定しているが、試験方法の調査検討において国内で
流通する微弱無線設備について調査した結果、様々な用途に応じた多種多様な機器が存在して
おり、通常の使用状態が定まらず、使用時の向きが不特定となる機器が多いということが判明
した。 
また、実際の使用時の向きは当該微弱無線設備の利用者次第であるため、製造者が指定した

り、試験所で予想したりすることは困難だと考えられる。 
そこで、試験方法の調査検討においては、被測定装置の姿勢を回転させ、三つの異なる姿勢

で電界強度が最大となる姿勢を測定する方法を検討し、妥当性の確認を行った。その結果、妥
当性が確認できたため、本解説書でもこの方法を採用している。 
正確な測定にあたっては、被測定機器に接続する電源ケーブルについても考慮する必要があ

る。電源ケーブルから電波が放射される場合があるため、正確な測定を期すならば配線の仕方
や束ね方を変えて、最大放射となる条件を探すべきであるが、組み合わせパターンが多岐にわ
たり、速やかな測定には測定者の経験や勘に依存する部分が大きくなる。このため、本解説書
では電源ケーブルの長さや配線方法、束ね方を変更する手順を省き、一定の条件に従い配置・
配線を行うことで、測定条件の再現性を向上させた統一的な方法による測定を示す。 

 
① 告示第 127 号の規定 
二 被測定機器の設置条件 

被測定機器は、次の各号の一の条件により設置すること。この場合において、空中線
は、電界強度の測定値が最大となるように設置すること。 
１ 木その他の絶縁材料により作られた高さ 1.5m の回転台（以下「回転台」とい
う。）の上に、通常の使用状態に近い状態で設置すること。【図 2】ただし、被測定
機器の空中線の下端が地上高 0.5m未満となるときは、その下端が地上高 0.5mと
なるよう回転台の高さを設定すること。【図 3】 

２ 被測定機器の空中線が当該機器の本体と 1.5m 以上の給電線で接続されている
場合は、当該空中線のみを回転台の上に設置し、当該機器本体は回転台の直下の地
表面又は地下に設置すること。【図 4】 
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図 2 被測定機器の設置方法 
（左：被測定機器と空中線が一体の場合 右：被測定機器と空中線が分かれている場合） 

 

図 3 空中線下端が 0.5m未満の場合の設置方法 

 

図 4 空中線と本体が 1.5m以上の給電線で接続される場合の設置方法  
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② 追加の測定条件 
3 被測定機器の設置条件より、測定の再現性を高めることも含め、次の⑴⑵の測定条件を

追加的に示す。 
⑴ 空中線の測定時の被測定機器の姿勢 
●空中線（被測定機器に空中線が内蔵されている場合には被測定機器。）の測定に当たっ
ては、任意の姿勢（以下「甲姿勢」という。）、被測定機器と測定用空中線の中心を結ぶ
線をＸ軸とし、それに水平に直交する軸をＹ軸としたとき、甲姿勢からＸ軸を軸として
90 度回転させた姿勢（以下「乙姿勢」という。）及び乙姿勢からＹ軸を軸として 90 度
回転させた姿勢（以下「丙姿勢」という。）の３姿勢で測定する。【図 5】 

 
 

 

 
甲姿勢 

（任意の姿勢） 
乙姿勢 

（甲姿勢からＸ軸を軸とし
て 90度回転させた姿勢） 

丙姿勢 
（乙姿勢からＹ軸を軸とし
て 90度回転させた姿勢） 

空中線を機器
に内蔵してい
る場合の例 
（本体を回転
させる。）    
空中線外付け
の場合の例 
（空中線を回
転させる）    

図 5 測定時の座標系及び３つの姿勢 
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⑵ 被測定機器への電源の供給 
●被測定機器が二次電池のみで動作する場合は、測定前に完全に充電しておき（一次電池
の場合は新品を使用する）、測定中の外部電源（AC アダプタ等の外部電源をいう。以
下同じ。）との接続は行わない。 

●被測定機器が外部電源（被測定機器の外部に接続されるバッテリを含む。）で動作する
場合は、被測定機器に付属するケーブルを被測定機器から地表面に垂直に下ろして製
造者が指定する電源装置と配線し、電源装置は回転台直下の地表面又は地下に設置す
る。【図 6】 

●ケーブルの長さが合わないときは、次のとおり配線すること。 
① 付属するケーブルが長く、余る場合 

余った部分は束ねずに地表面にはわせる。【図 7】 
② 付属するケーブルが短く、地表面に届かない場合 

地表面に設置した外部電源まで延長ケーブルを接続して配線する。なお、被測定機
器が AC アダプタを電源として動作する場合は、商用電源等の入力側に延長ケーブ
ルを接続する。【図 8】 

 

図 6 基本的な電源ケーブルの配線 

 

図 7 電源ケーブルが長く余る場合の配線方法 

電源ケーブル
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被測定機器
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図 8 電源ケーブル長が足りない場合の配線 

（上：バッテリ等を使用する場合 下：ACアダプタ等で商用電源から電源共有する場合） 
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被測定機器
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コンセント

被測定機器
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４ 測定の方法（告示第 127号第五項関係） 

告示第 127 号第五項「測定の方法」では、表 2 のとおり 150kHz 以下、150kHz 超 30MHz
以下、30MHz 超 1GHz 以下及び 1GHz 超の周波数帯ごとに測定方法を規定しており、それぞ
れの周波数帯の測定方法の模式図は図 9 から図 11までのとおりである。 
本解説書では、被測定機器の測定時の姿勢について、第３項で定義した甲姿勢、乙姿勢及び

丙姿勢の３つの姿勢で測定を行い、図 12 のように測定結果の最大値をもって被測定機器が発
射する電波の電界強度とする方法を示す。 

 

 

図 9 150kHz以下及び 150kHzを超え 30MHz以下の周波数の電波の測定方法の模式図 
  

回転台

被測定
機器
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□0.6m
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３つの姿勢で測定する。

甲姿勢 乙姿勢 丙姿勢
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図 10 30MHzを超え 1GHz以下の周波数の電波の測定方法の模式図 

 

 
図 11 1GHzを超える周波数の電波の測定方法の模式図 
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図 12 測定結果の例（上：30MHz以下、下：30MHz超）
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を、被測定機器の電波の強度とする。
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表 2 告示第 127号における測定の方法一覧 

測定方法等 
「第五項 測定の方法」記載内容 

１ 150kHz 以下 ２ 150kHz 超 30MHz 以下 ３ 30MHz 超 1GHz 以下 ４ 1GHz 超 

測定用空中線の

設置方法 

㈠ 地上高 1.5m の位置に測定用空中

線を垂直に設置する。 

㈠ 地上高 1.5m の位置に測定用空中

線を垂直に設置する。 

㈠ 地上高 1.5m の位置に測定用空中

線を垂直偏波を受信するように設置

する。 

㈠ 地上高 1.5m の位置に測定用空中

線を垂直偏波を受信するように設置

する。 

測定方法 ㈡ 回転台及び測定用空中線を回転さ

せながら電界強度の最大値を測定す

る。 

㈡ 回転台及び測定用空中線を回転さ

せながら電界強度測定器により電界

強度の最大値を測定する。 

㈢ ㈡の最大値が得られた状態におい

て、スペクトルアナライザにより、分解

能帯域幅を 10kHz とした時の電界強

度Ｅ１及び分解能帯域幅を 100kHz と

した時の電界強度Ｅ１０を測定する。 

㈡ 電界強度測定器で測定した電界強

度が最大となる方向に回転台を回転

させ、固定する。 

㈢ 測定用空中線の地上高を 1m から 4

m まで変化させ、電界強度測定器に

より電界強度の最大値を測定する。 

㈣ ㈠から㈢までと同様な方法により、

測定用空中線を水平偏波を受信する

ように設置した場合の電界強度の最

大値を測定する。 

㈡ 電界強度が最大となる方向に回転

台を回転させ、固定する。 

㈢ 地上高 1.5m で、被測定機器からの

水平距離に反比例して電界強度が減

衰する位置に測定用空中線を設置

し、電界強度を測定する。この場合に

おいて、被測定機器と測定用空中線

の水平距離が 3m と異なるときは、電

界強度は距離に反比例して減衰する

ものとして、距離 3m における電界強

度に補正する。 

㈣ ㈠から㈢までと同様な方法により、

測定用空中線を水平偏波を受信する

ように設置した場合の電界強度を測

定する。 

測定結果の補正 ㈢ ㈡の最大値から次の式により求めら

れる値を減じた値をもって被測定機器

が発射する電波の電界強度とする。 

24-20log10F デシベル 

Ｆは、測定する電波の周波数（単

位 MHz）とする。 

㈣ ㈢で測定したＥ１とＥ１０の差が 3dB 以

下の場合は㈡の最大値、3dB を超え

る場合は、スペクトルアナライザの表

示値が変化しなくなるまで分解能帯域

幅を広げて測定した電界強度の値を

もって被測定機器が発射する電波の

電界強度とする。ただし、15MHz 以下

の周波数の電波の場合は、当該最大

値から次の式により求められる値を減

じた値を当該電波の電界強度とする。 

24-20log10F デシベル 

Ｆは、測定する電波の周波数（単

位 MHz）とする。 

㈤ ㈢の値と㈣の値のいずれか大きい

値が得られる状態において、スペクト

ルアナライザにより、分解能帯域幅を

100kHz とした時の電界強度Ｅ１及び

分解能帯域幅を 1MHz とした時の電

界強度Ｅ１０を測定する。 

㈥ ㈤で測定したＥ１とＥ１０の差が 3dB 以

下の場合は、㈢の値と㈣の値のいず

れか大きい値、3dB を超え 7dB 以下

の場合は、㈤のＥ１０の値、7dB を超え

る場合は、㈤のＥ１０の値に 5dB を加え

た値をもって被測定機器が発射する

電波の電界強度とする。 

㈤ ㈢の電界強度と㈣の電界強度のい

ずれか大きい値をもつて被測定機器

が発射する電波の電界強度とする。 
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【参考資料 関係規程集】 

○電波法施行規則（抄）（昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号） 
 
第六条 法第四条第一項第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のと
おり定める。 
一 当該無線局の無線設備から三メートルの距離において、その電界強度（総務大臣
が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試
験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たも
のとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ
使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。）が、次の表の
上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であるもの 

周波数帯 電界強度 
三二二ＭＨｚ以下 毎メートル五〇〇マイクロボルト 
三二二ＭＨｚを超え
一〇ＧＨｚ以下 

毎メートル三五マイクロボルト 

一〇ＧＨｚを超え一
五〇ＧＨｚ以下 

次式で求められる値（毎メートル五〇〇マイクロボルトを
超える場合は、毎メートル五〇〇マイクロボルト） 
毎メートル３．５ｆマイクロボルト 
ｆは、ＧＨｚを単位とする周波数とする。 

一五〇ＧＨｚを超え
るもの 

毎メートル五〇〇マイクロボルト 

 
二 当該無線局の無線設備から五〇〇メートルの距離において、その電界強度が毎メ
ートル二〇〇マイクロボルト以下のものであつて、総務大臣が用途並びに電波の型
式及び周波数を定めて告示するもの 

三 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器 
２ 前項第一号の電界強度の測定方法については、別に告示する。 
３ （略） 
４ （略） 
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○電波法施行規則第六条第一項第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局
の電界強度の測定方法 

（昭和六十三年二月二十五日） 
（郵政省告示第百二十七号） 

電波法施行規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号）第六条第二項の規定に
基づき、同条第一項第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の
測定方法を次のように定め、昭和六十四年五月二十七日から施行する。 
一 試験場の条件 

試験場（無線局が発射する電波の電界強度を測定する場所をいう。以下同じ。）は、
次の各号の条件に適合すること。 
１ 試験場は、周囲に電波を反射する物体がなく、かつ、長径六メートル、短径五・二
メートルのだ円の範囲内に測定の障害となる金属物体（測定の再現性を向上させる
ために大地面に敷設する金網等を除く。）がない平たんな場所であること。なお、試
験場には、電波吸収体や電波の透過性のよい材質による覆いが施設された試験場（以
下「代替試験場」という。）を含むこととする。 

２ 試験場において測定される電波の電界強度（被測定機器が発射する電波以外の電
波のものに限る。）のうち、被測定機器が発射する電波の周波数と同一の周波数にお
ける電界強度は、第三項の条件に適合する測定器により測定した場合、電波法施行
規則第六条第一項第一号に規定する値より一〇デシベル以上低いこと。 

３ 三〇MHz以上一GHz以下の周波数の電波を測定する試験場においては、前二号の
条件に適合するほか、別表第一号に定める測定方法により測定した当該試験場にお
ける正規化サイトアッテネーション（送信用空中線と測定用空中線間の伝搬損失（被
測定機器を設置する場所と同一の場所に送信用空中線を設置した場合の当該空中線
から輻ふく射される電波の電力と当該電波のうち測定用空中線に受信される電波の
電力の比）から、使用した空中線のアンテナ係数及び補正値を差し引いた値をいう。
以下同じ。）の値と、別表第二号又は別表第四号に示された理想的な試験場について
計算した正規化サイトアッテネーションの理論値との差が（±）四デシベル以内で
あること。 

二 被測定機器の設置条件 
被測定機器は、次の各号の一の条件により設置すること。この場合において、空中

線は、電界強度の測定値が最大となるように設置すること。 
１ 木その他の絶縁材料により作られた高さ一・五メートルの回転台（以下「回転台」
という。）の上に、通常の使用状態に近い状態で設置すること。ただし、被測定機器
の空中線の下端が地上高〇・五メートル未満となるときは、その下端が地上高〇・
五メートルとなるよう回転台の高さを設定すること。 

２ 被測定機器の空中線が当該機器の本体と一・五メートル以上の給電線で接続され
ている場合は、当該空中線のみを回転台の上に設置し、当該機器本体は回転台の直



17 
 

下の地表面又は地下に設置すること。 
三 測定器の条件 

測定器は、次の条件に適合すること。 
１ 九kHz以下の周波数の電波の測定器 

総務大臣が認めるものであること。 
２ 九kHzを超え一五〇kHz以下の周波数の電波の測定器 
㈠ 準尖頭値検波方式の電界強度測定器であること。 
㈡ 別表第六号に定める基本的特性を有すること。 

３ 一五〇kHzを超え一GHz以下の周波数の電波の測定器 
㈠ 準尖頭値検波方式の電界強度測定器及び尖頭値表示が可能なスペクトルアナラ
イザであること。 

㈡ 電界強度測定器は、各測定周波数において、別表第六号に定める基本的特性を
有すること。 

㈢ スペクトルアナライザの分解能帯域幅は、一〇kHz、一〇〇kHz及び一MHzに設
定できるものであること。 

４ 一GHzを超える周波数の電波の測定器 
㈠ 尖頭値表示が可能なスペクトルアナライザであること。 
㈡ 分解能帯域幅は一MHzとすること。 

四 測定用空中線の条件 
測定用空中線は、次の条件に適合すること。 

１ 九kHz以下の周波数の電波の測定用空中線 
総務大臣が認めるものであること。 

２ 九kHzを超え三〇MHz以下の周波数の電波の測定用空中線 

㈠ 電気的に遮蔽
しやへい

された枠型空中線であること。 
㈡ 一辺が〇・六メートルの正方形の中に完全に入る大きさであること。 

３ 三〇MHzを超え一GHz以下の周波数の電波の測定用空中線 
㈠ 八〇MHzを超える周波数の電波の測定においては、測定する周波数に共振する
半波長共振型のダイポール空中線であること。また、八〇MHz以下の周波数の電
波の測定では八〇MHzに共振し、かつ、給電線に整合（電圧定在波比が二未満）
した半波長共振型のダイポール空中線であること。 

㈡ ㈠に定めるもののほか、広帯域型空中線（一の空中線により複数の周波数の電
波の測定を行うことのできるものをいう。以下同じ。）等の他の直線偏波空中線を
用いることができる。この場合において、給電線に整合（電圧定在波比が二未満）
しており、かつ、被測定機器から輻射される電波のうち測定用空中線に直接到来
する電波の方向に対する空中線利得と地面から反射して到来する電波の方向に対
する空中線利得の差が一デシベル未満となる指向特性であること。 

４ 一GHzを超える周波数の電波の測定用空中線は、ホーン空中線であること。 
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五 測定の方法 
試験場における各機器の配置は、別図第一号に示すとおりとし、電界強度の測定の

方法は、次のとおりとする。 
１ 一五〇kHz以下の周波数の電波の測定の方法 
㈠ 地上高一・五メートルの位置に測定用空中線を垂直に設置する。 
㈡ 回転台及び測定用空中線を回転させながら電界強度の最大値を測定する。 
㈢ ㈡の最大値から次の式により求められる値を減じた値をもって被測定機器が発
射する電波の電界強度とする。 

24-20log10F デシベル 
Ｆは、測定する電波の周波数（単位MHz）とする。 

２ 一五〇kHzを超え三〇MHz以下の周波数の電波の測定の方法 
㈠ 地上高一・五メートルの位置に測定用空中線を垂直に設置する。 
㈡ 回転台及び測定用空中線を回転させながら電界強度測定器により電界強度の最
大値を測定する。 

㈢ ㈡の最大値が得られた状態において、スペクトルアナライザにより、分解能帯
域幅を一〇kHzとした時の電界強度Ｅ１及び分解能帯域幅を一〇〇kHzとした時の
電界強度Ｅ１０を測定する。 

㈣ ㈢で測定したＥ１とＥ１０の差が三デシベル以下の場合は㈡の最大値、三デシベ
ルを超える場合は、スペクトルアナライザの表示値が変化しなくなるまで分解能
帯域幅を広げて測定した電界強度の値をもって被測定機器が発射する電波の電界
強度とする。ただし、一五MHz以下の周波数の電波の場合は、当該最大値から次
の式により求められる値を減じた値を当該電波の電界強度とする。 

24-20log10F デシベル 
Ｆは、測定する電波の周波数（単位MHz）とする。 

３ 三〇MHzを超え一GHz以下の周波数の電波の測定の方法 
㈠ 地上高一・五メートルの位置に測定用空中線を垂直偏波を受信するように設置
する。 

㈡ 電界強度測定器で測定した電界強度が最大となる方向に回転台を回転させ、固
定する。 

㈢ 測定用空中線の地上高を一メートルから四メートルまで変化させ、電界強度測
定器により電界強度の最大値を測定する。 

㈣ ㈠から㈢までと同様な方法により、測定用空中線を水平偏波を受信するように
設置した場合の電界強度の最大値を測定する。 

㈤ ㈢の値と㈣の値のいずれか大きい値が得られる状態において、スペクトルアナ
ライザにより、分解能帯域幅を一〇〇kHzとした時の電界強度Ｅ１及び分解能帯域
幅を一MHzとした時の電界強度Ｅ１０を測定する。 

㈥ ㈤で測定したＥ１とＥ１０の差が三デシベル以下の場合は、㈢の値と㈣の値のい
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ずれか大きい値、三デシベルを超え七デシベル以下の場合は、㈤のＥ１０の値、七
デシベルを超える場合は、㈤のＥ１０の値に五デシベルを加えた値をもって被測定
機器が発射する電波の電界強度とする。 

４ 一GHzを超える周波数の電波の測定の方法 
㈠ 地上高一・五メートルの位置に測定用空中線を垂直偏波を受信するように設置
する。 

㈡ 電界強度が最大となる方向に回転台を回転させ、固定する。 
㈢ 地上高一・五メートルで、被測定機器からの水平距離に反比例して電界強度が
減衰する位置に測定用空中線を設置し、電界強度を測定する。この場合において、
被測定機器と測定用空中線の水平距離が三メートルと異なるときは、電界強度は
距離に反比例して減衰するものとして、距離三メートルにおける電界強度に補正
する。 

㈣ ㈠から㈢までと同様な方法により、測定用空中線を水平偏波を受信するように
設置した場合の電界強度を測定する。 

㈤ ㈢の電界強度と㈣の電界強度のいずれか大きい値をもつて被測定機器が発射す
る電波の電界強度とする。 

六 その他 
１ 測定器及び測定用空中線(第三項及び第四項に規定するものを除く。)については、
第三項及び第四項に規定する測定器及び測定用空中線を使用して測定を行つた場合
の測定値との差をあらかじめ算出できる場合に限りこれを使用できる。この場合に
おいて、測定値は、あらかじめ算出した差をもつて補正する。 

２ 被測定機器が、平成十八年総務省告示第百七十三号(総務大臣が別に告示する試験
設備を定める件)において規定する試験設備の内部においてのみ使用されるもので
あるときは、第一項に規定する条件にかかわらず、当該試験設備の内部に被測定機
器(被測定機器の空中線が当該被測定機器の本体と一・五メートル以上の給電線で接
続されている場合は、当該空中線)を通常の使用状態に近い状態で設置し、当該試験
設備の外部(扉その他の構造を考慮して、当該試験設備による被測定機器の使用周波
数における漏えい電波の電界強度の減衰が、最も小さくなる地点とする。)で電界強
度を測定する。この場合において、高さを設定するときは、当該試験設備の床面を
基準とする高さとし、被測定機器と測定用空中線の水平距離が三メートルと異なる
ときは、電界強度は距離に反比例して減衰するものとして、距離三メートルにおけ
る電界強度に補正する。 

３ 被測定機器が、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態にお
いてのみ使用されるものであるときは、当該生体内に植え込まれた状態若しくは一
時的に留置された状態で測定するか、又はそれと同等の測定結果が得られる測定装
置を用いて測定する。 

４ 第一項から前項まで又は前二号に規定する条件によることが著しく困難又は不合
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理と総務大臣が認める場合は、これによらないことができる。 
(平五郵告五六七・平六郵告二七八・平一一郵告六九四・平一二郵告八三一・平
一八総省告一七二・一部改正) 
 

附 則 (平成五年一一月五日郵政省告示第五六七号) 
この告示の施行の際現に改正前の告示に定める条件により、電波法施行規則第六条第

一項第一号の規定に適合していると認められたものについては、改正後の告示に定める
条件により、電波法施行規則第六条第一項第一号の規定に適合していると認められたも
のとみなす。 

 
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄 

平成十三年一月六日から施行する。 
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別表第一号 正規化サイトアッテネーションの測定方法 
(平五郵告五六七・全改、平一一郵告六九四・一部改正) 

一 次の二から六までの手順に従い、別表第二号に示した各周波数に関して、正規化サ
イトアッテネーションの測定を水平偏波及び垂直偏波の各々について行う。ただし、
代替試験場における測定については二から六までの手順によるほか、七の条件により
行う。 

二 被測定機器を設置する場所の位置に送信用空中線(半波長又は半波長共振型のダイ
ポール空中線に限る。)を設置し、当該空中線から水平距離三メートルの位置に測定用
空中線(半波長又は半波長共振型のダイポール空中線に限る。)を設置する。 

三 送信用空中線及び測定用空中線から十分離れた位置に標準信号発生器及び測定用受
信機(測定器の条件又はこれと同等の条件に適合するものに限る。)を設置し、送信用
空中線と標準信号発生器の間及び測定用空中線と測定用受信機の間を同軸ケーブルで
接続する。 

四 送信用空中線を別表第二号に示す地上高ｈ１に設置し、測定用空中線を同表に示す
地上高ｈ２の範囲内で連続的に昇降し、送信用空中線から発射される電波の受信機入力
電圧を測定し、その最大値Ｖ１(単位マイクロボルト)を求める。 

五 送信用空中線及び測定用空中線に接続されている同軸ケーブルを各空中線から離し、
これらの同軸ケーブルを直接接続した場合の受信機入力電圧Ｖ０(単位マイクロボル
ト)を求める。 

六 試験場の正規化サイトアッテネーションは、次の式により求められる値とする。 
20log10(V0)-20log10(V1)-AFt-AFr-ΔNSAデシベル 

ただし、ＡＦｔ：送信用空中線のアンテナ係数(単位デシベル(１／ｍ)) 
ＡＦｒ：測定用空中線のアンテナ係数(単位デシベル(１／ｍ)) 
ΔＮＳＡ：空中線間結合及び大地面の影響に対する補正値(単位デシベル) 

注 
１ アンテナ係数は、空中線にバラン(平衡―不平衡変換回路)やインピーダンス整合用
減衰器などが付属する場合には、これらの損失を含むものとする。また、次のいずれ
かの条件で値付けされていること。 
⑴ 自由空間 
⑵ 金属大地から２メートルの高さ 
⑶ 金属大地から３メートルの高さ 

２ 補正値ΔＮＳＡは、注１のアンテナ係数の値付けの条件に応じて別表第三号から求
める。ただし、周波数が３００MHzを超える場合は、補正値ΔＮＳＡをゼロデシベル
とする。 

３ 外来電波による妨害等のため別表第二号に示した周波数において測定することが困
難な場合は、当該周波数の近傍で測定を行うことができる。この場合の正規化サイト
アッテネーションの理論値は同表に示す値から内挿して求めること。また、補正値Δ
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ＮＳＡについても別表第三号を用いて求めること。 
七 代替試験場での測定に用いる送信用空中線及び測定用空中線の配置は、別図第二号
に示す空中線の配置により行う。ただし、電波の透過性のよい材質による覆いが敷設
された代替試験場については、二に示す配置により測定することができるものとする。 
また、電波吸収体を敷設した代替試験場において、その大きさの制約から三〇MHz

以上八〇MHz以下の周波数において半波長又は半波長共振型ダイポールアンテナを
使用した正規化サイトアッテネーションの測定が困難な場合は、当該周波数帯の送信
用空中線及び測定用空中線として八〇MHzの周波数に共振し、かつ、給電線に整合(電
圧定在波比が二未満)した半波長共振型のダイポール空中線を用いて正規化サイトア
ッテネーションの測定を行うこととし、この場合において、四中「別表第二号」を「別
表第四号」と読み替えるものとし、六中「別表第三号」を「別表第五号」と、「別表第
二号」を「別表第四号」と読み替えるものとする。 
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別表第二号 正規化サイトアッテネーションの理論値 (平５郵告５
６７・追加) 

周波数 
(MHz) 

水平偏波 垂直偏波 
h1=2m 

h2=1~4m h1=2.75m 
理論値(dB) h2(m) 理論値(dB) 

30 11.0 2.75~4 12.4 
35 8.8 2.39~4 11.3 
40 7.0 2.13~4 10.4 
45 5.5 1.92~4 9.5 
50 4.2 1.75~4 8.4 
60 2.2 1.50~4 6.3 
70 0.6 1.32~4 4.4 
80 -0.7 1.19~4 2.8 
90 -1.8 1.08~4 1.5 

100 -2.8 1~4 0.6 
120 -4.4 1~4 -0.7 
140 -5.8 1~4 -1.5 
160 -6.7 1~4 -3.1 
180 -7.2 1~4 -4.5 
200 -8.4 1~4 -5.4 
250 -10.6 1~4 -7.0 
300 -12.3 1~4 -8.9 
400 -14.9 1~4 -11.4 
500 -16.7 1~4 -13.4 
600 -18.3 1~4 -14.9 
700 -19.7 1~4 -16.3 
800 -20.8 1~4 -17.4 
900 -21.8 1~4 -18.5 

1000 -22.7 1~4 -19.4 
ｈ１は送信用空中線、ｈ２は測定用空中線の中心の地上高を示す。 

別表第三号 正規化サイトアッテネーションの補正値 (平５郵告５
６７・追加) 

周波数
(MHz) 

ｱﾝﾃﾅ係数: 
自由空間値 

ｱﾝﾃﾅ係数: 
高さ2mでの値 

ｱﾝﾃﾅ係数: 
高さ3mでの値 

ΔNSA(dB) ΔNSA(dB) ΔNSA(dB) 
水平偏
波 

垂直偏
波 水平偏波 垂直偏

波 
水平偏
波 

垂直偏
波 

30 3.9 3.4 4.0 3.5 1.0 0.5 
35 4.1 2.5 2.7 1.1 1.1 -0.5 
40 3.6 1.6 1.3 -0.7 1.3 -0.6 
45 2.8 1.1 0.0 -1.8 1.7 0.0 
50 2.2 0.9 -0.8 -2.1 2.6 1.3 
60 0.7 1.4 -1.5 -0.9 2.8 3.4 
70 -0.7 1.5 -1.3 0.9 0.1 2.2 
80 -1.1 1.3 0.2 2.5 -2.1 0.2 
90 -0.8 1.0 1.3 3.1 -2.0 -0.2 

100 -0.7 0.7 0.7 2.0 -0.6 0.8 
120 -0.1 0.1 -1.2 -1.0 0.4 0.6 
140 0.3 0.4 -0.5 -0.4 -0.5 -0.3 
160 -1.2 0.6 -0.3 1.5 -0.5 1.3 
180 -0.9 0.4 -0.4 0.9 -1.4 0.0 
200 0.3 0.4 -0.5 -0.4 0.3 0.5 
250 -0.2 0.5 0.4 1.1 -0.2 0.5 
300 0.2 0.3 0.3 0.4 0.2 0.4 
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別表第四号 代替試験場(電波吸収体を敷設したものに限る。)におけ
る正規化サイトアッテネーションの理論値 

(平１１郵告６９４・追加) 

周波数
(MHz) 

水平偏波 垂直偏波 
h1=1m h1=2m h1=1m h1=1.5m 
h2=1~4m h2=1~4m h2=1~4m h2=1~4m 

理論値(dB) 
30 15.8 11.0 8.2 9.3 
35 13.4 8.8 6.9 8.0 
40 11.3 7.0 5.8 7.0 
45 9.4 5.5 4.9 6.1 
50 7.8 4.2 4.0 5.4 
60 5.0 2.2 2.6 4.1 
70 2.8 0.6 1.5 3.2 
80 0.9 -0.7 0.6 2.6 

 
 
 
 
 
 
 

別表第五号 代替試験場(電波吸収体を敷設したものに限る。)におけ
る正規化サイトアッテネーションの補正値 

(平１１郵告６９４・追加) 
上段：アンテナ係数が地上高２ｍで値付けされた場合 
下段：アンテナ係数が地上高３ｍで値付けされた場合 

周波数 
(MHz) 

水平偏波 垂直偏波 
h1=1m h1=2m h1=1m h1=1.5m 
h2=1~4m h2=1~4m h2=1~4m h2=1~4m 

理論値(dB) 
30 1.7 1.1 0.2 -0.1 

 1.7 1.1 0.2 -0.1 
35 0.6 1.4 -0.1 -0.3 

 0.6 1.4 -0.1 -0.3 
40 0.6 1.1 -0.4 -0.5 

 0.6 1.1 -0.4 -0.5 
45 0.9 0.8 -0.7 -0.7 

 0.9 0.8 -0.7 -0.7 
50 0.4 0.8 -0.7 -0.8 

 0.4 0.8 -0.7 -0.8 
60 -0.9 0.5 -0.8 -0.9 

 -0.1 1.3 0.0 -0.1 
70 -2.1 -0.3 0.0 -0.8 

 0.2 1.9 2.2 1.5 
80 2.3 0.2 4.1 2.1 

 -0.3 -2.1 1.6 -0.4 
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別表第六号 測定器の基本的特性 
(平五郵告五六七・旧別表第二号繰下、平一一郵告六九四・旧
別表第四号繰下・一部改正) 

項目 被測定機器の電
波の周波数が九
kHzを超え一五
〇 kHz以下の測
定器 

被測定機器の電
波の周波数が一
五〇 kHzを超え
三〇MHz以下の
測定器 

被測定機器の電
波の周波数が三
〇MHzを超え一
GHz以下の測定
器 

検波器より前の
段の六デシベル
低下の通過帯域
幅 

二〇〇ヘルツ 九キロヘルツ 一二〇キロヘル
ツ 

検波器の充電時
定数 

四五ミリ秒 一ミリ秒 一ミリ秒 

検波器の放電時
定数 

五〇〇ミリ秒 一六〇ミリ秒 五五〇ミリ秒 

指示計の機械的
時定数 

一六〇ミリ秒 一六〇ミリ秒 一〇〇ミリ秒 

検波器より前の
段の過負荷係数
(入出力特性が直
線性から一デシ
ベル離れるとき
の入力値対指示
計が表す最大値
の比。以下同じ。) 

二四デシベル 三〇デシベル 四三・五デシベル 

検波器と指示計
器の間に挿入す
る直流増幅器の
過負荷係数 

六デシベル 一二デシベル 六デシベル 
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別図第一号 機器の配置 
(平五郵告五六七・旧別図・一部改正、平一一郵告六九四・旧
別図第七号繰上) 

 
 
 

別図第二号 代替試験場の正規化サイトアッテネーションを測定す
る際の送信用空中線及び測定用空中線の配置 

(平１１郵告６９４・追加) 

 
注 
１ Ｐ０、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３及びＰ４は送信用空中線の位置とし、
これに対応する測定用空中線の位置は、それぞれＱ０、Ｑ１、
Ｑ２、Ｑ３及びＱ４とする。 

２ Ｐ０～Ｑ０、Ｐ１～Ｑ１、Ｐ２～Ｑ２、Ｐ３～Ｑ３及びＰ４
～Ｑ４間の距離はそれぞれ３ｍとする。 
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