参考資料

スプリアス領域における不要発射等の測定方法例
（情報通信審議会答申 H16.11.29（諮問第 2007 号関係））
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Ⅰ 測定方法における基本的な考え方
スプリアス発射の測定方法については、原則として、基本波は変調された状態と
し、無線通信規則（RR）に規定されたスプリアス領域内の全てを測定範囲とし、規
定された参照帯域幅により、給電点における空中線電力を測定することとする。ま
た、高レベルの基本波が存在するためにスプリアス波の測定が困難な場合には、原
則として、基本波除去フィルタを用いること。
ただし、以下の事項を考慮するものとする。

１ 測定の代替方法等
(1) 技術的困難性を伴う測定の代替方法
空中線電力を測定することが著しく困難である場合のスプリアス測定につい
ては、工場試験データや理論的裏付け等により担保することで、測定の代替と
することができる。
(2)

あらかじめ既知である測定の省略方法
フィルタ、増幅器、導波管等の周波数特性が予め既知なものを使用すること
により、規定値を満足することが明らかな場合には、測定範囲を限定すること
ができる。（例えば、導波管のカットオフ周波数についてはITU-R勧告SM.329-1
0 recommends 2.5に規定している。）

２ 分解能帯域幅の考え方
(1) 効率的な測定方法
スプリアス領域を測定する際の分解能帯域幅が参照帯域幅と異なっても良い
とされていること等を踏まえ、実用に耐える時間内に測定を可能とするよう、
適宜、参照帯域幅より広い分解能帯域幅を採用して測定しても良い。すなわち、
参照帯域幅より広い分解能帯域幅で不要発射を探索することができるが、その
際の許容値は参照帯域幅に関する規定の許容値を適用する。なお、測定値がこ
の許容値を超えた場合には、規定の参照帯域幅による再測定を要する。
(2)

スプリアス領域と帯域外領域との境界近傍における測定方法
スプリアス領域と帯域外領域との境界近傍において不要発射を測定する場合
には、参照帯域幅より狭い分解能帯域幅を利用して測定しても良い。但し、測
定値は、被測定波の特性を考慮して、参照帯域幅に対応する値に換算すること。

３

アクティブフェーズドアレーアンテナについて
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アクティブフェーズドアレーアンテナのスプリアス測定法では、周波数帯に応
じて測定アンテナを交換しつつ大きな開口を測定しなければならず、長時間を要
する等の問題があるため、衛星作業班の検討結果を例として示す。

４

マルチキャリアシステムについて
マルチキャリアシステムのうち、人工衛星局のトランスポンダ等、必要周波数
帯域の中で任意の周波数ポイントに自在に電力を配分できるものについては、実
運用時の最大電力・最大帯域幅キャリアを想定した状態での測定を原則とするが、
これが困難な場合は、簡略化した測定方法（理論的に妥当なものに限る。）も可
とする。簡略化した測定方法については、衛星作業班の検討結果を例として示す。
また、他の帯域増幅を行うマルチキャリアシステムについても、送信設備から
発射可能な全てのキャリアを発射して、実運用時の最大電力・最大帯域幅キャリ
アを想定した状態での測定を原則とするが、当該システムについて検討を行って
いる作業班において検討された理論的に妥当な測定方法を採用してよい。

５

レーダーのスプリアス測定法について
当面は、ITU-R勧告M.1177-3で示されている測定方法を基本とする。
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Ⅱ 各無線設備の測定方法例
１ 陸上関係無線設備
(1)

一般的な測定方法
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度
１

象

機

器

「陸上関係無線設備（一般）」

測定環境
試験場は、室内で行うものとする。

（２）

測定を行う際は、常温及び常湿の条件下で測定する。

２

（１）

測定系統図

受験機器

疑似負荷

スペクトラム

（減衰器）

アナライザ

搬送波抑圧

・PNパターン発生器

変調信号等

フィルタ

・低周波発振器

発生器

３

測定器の条件等
（１）

適切に較正された測定系で行う。

（２）

方向性結合器、搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。

（３） スプリアス探索時のスペクトラムアナライザ設定
掃引周波数幅

（５）に示す周波数の全掃引

分解能帯域幅

各スプリアス周波数毎に選択する
9kHz～150kHz

1kHz

150kHz～30MHz

10kHz

30MHz～1GHz

100kHz

1GHz 以上

1MHz

ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の等倍から５倍程度

検波モード

ポジティブピーク

掃引時間

測定精度が保証される最小の時間
（バースト波１サンプル、１バースト以上）
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（４）

（５）

スプリアス振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
中心周波数

スプリアス周波数

掃引周波数幅

0Hz

分解能帯域幅

各スプリアス周波数毎に選択する
9kHz～150kHz

1kHz

150kHz～30MHz

10kHz

30MHz～1GHz

100kHz

1GHz 以上

1MHz

ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の等倍から５倍程度

検波モード

サンプル

掃引時間

測定精度が保証される最小の時間

スプリアスの測定範囲は基本周波数により選択する。

注１）

基本周波数

測定範囲

9kHz～100MHz

9kHz～1GHz

100MHz～300MHz

9kHz～10 倍の高調波

300MHz～600MHz

30MHz～3GHz

600MHz～5.2GHz

30MHz～5 倍の高調波

5.2GHz～13GHz

30MHz～26GHz

13GHz-150GHz

30MHz～5 倍の高調波

150GHz-300GHz

30MHz～300GHz

搬送波近傍の測定は、搬送波の影響を受けないようにスペクトラムアナライザの分解能帯

域幅を狭くして測定し、参照帯域幅内を積算した値を求める。
注２）

導波管を使用するシステムについては導波管のカットオフ周波数の０．７倍の周波数まで

とする。
注３） IMT-2000 については 9kHz～12.75GHz までを測定範囲とする。
４

受験機器の状態
受験機器は定格電源電圧の条件下で測定する。

（２）

試験周波数に設定し、連続送信状態とする。

（３）

電波型式を設定し、変調をかけ最大送信電力とする。

５

（１）

測定操作手順
（１） スペクトラムアナライザの設定を３（３）とし、基本波の中心周波数から原則 2.5Bn（Bn：
必要周波数帯幅）以上離れたスプリアス成分を探索する。
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（２）

探索した各スプリアス成分の振幅値が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。

（３）

探索した各スプリアス成分の振幅値が許容値を超えた場合は、スペクトラムアナライザの

設定を３（４）としてスプリアス振幅の平均値を測定値とする。
６

結果の表示
基本周波数の空中線電力により、スプリアスの振幅値を周波数帯域毎に最大のスプリアス振幅値
を、各分解能帯域幅あたりの［絶対値又は相対値］で周波数と共に表示する。

７

補足説明
搬送波抑圧フィルタを使用する場合、フィルタの減衰領域内のスプリアスを正確に測定できないこ
とがあるので、この場合、測定値を補正する必要がある。
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(2) ｅ．ｉ．ｒ．ｐ法 （一般的な測定によらない例）
試

験

項

目

対象システム／機器

スプリアス発射の強度

RFID, 2.4/5GHz 無線 LAN, 25/27GHz
広帯域移動アクセスシステム等

１

無線設備の概要
アクティブ RFID, 2.4/5GHz 無線 LAN, 25/27GHz 広帯域移動アクセスシステム等、空中線測定端子
を持たない設備。

２

測定方式の概要
測定距離 3ｍ以上の電波暗室または地面反射波を抑圧したオ-プンサイトもしくはそれらのテスト
サイトにおいて、供試機器と同形式の機器を使用して校正された RF 結合器を用い測定すること。

３

測定環境
（１） 電波暗室または地面反射波を抑圧したオ-プンサイトで行うものとする。
（２）

テストサイトの測定用空中線は、指向性のものを用いること。

（３）

被測定対象機器の大きさが 60cm を超える場合は、測定距離をその 5 倍以上として測定する。

（２）

測定を行う際は、常温及び常湿の条件下で測定する。

４

測定系統図

変調信号等
発生器

標準信号
発生器

５

スペクトル

受験機器

アナライザ

置換用空中線

測定器の条件等

（１） 適切に較正された測定系で行う。
（２） スプリアス探索時のスペクトラムアナライザ設定
掃引周波数幅

（５）に示す周波数の全掃引

分解能帯域幅

各スプリアス周波数毎に選択する
9kHz～150kHz＊）

1kHz

150kHz～30MHz＊）

10kHz

30MHz～1GHz

100kHz

1GHz 以上

1MHz

ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の等倍から５倍程度

検波モード

ポジティブピーク
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掃引時間

測定精度が保証される最小の時間
（バースト波１サンプル、１バースト以上）

（３） プリアス振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
中心周波数

スプリアス周波数

掃引周波数幅

0Hz

分解能帯域幅

各スプリアス周波数毎に選択する
9kHz～150kHz＊）

1kHz

150kHz～30MHz＊）

10kHz

30MHz～1GHz

100kHz

1GHz 以上

1MHz

ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の等倍から５倍程度

検波モード

サンプル

掃引時間

測定精度が保証される最小の時間
ただし、バ－スト波の場合、１バ－ストの連続時間以上

（４） スプリアスの測定範囲は基本周波数により選択する。
基本周波数

測定範囲

100MHz～300MHz

9kHz＊～10 倍の高調波

300MHz～600MHz

30MHz～3GHz

600MHz～5.2GHz

30MHz～5 倍の高調波

5.2GHz～13GHz

30MHz～26GHz

13GHz-150GHz

30MHz～5 倍の高調波

150GHz-300GHz

30MHz～300GHz

＊なるべく低い周波数から（10MHz~30MHz 程度）
”測定すること
注１）

搬送波近傍の測定は、搬送波の影響を受けないようにスペクトラムアナライザの分解能帯

域幅を狭くして測定し、参照帯域幅内を積算した値を求める。
注２）

導波管を使用するシステムについては導波管のカットオフ周波数の０．７倍の周波数まで

とする。
６ 受験機器の状態
（１） 受験機器は定格電源電圧の条件下で測定する。
（２） 試験周波数に設定し、連続送信状態、または継続的（一定周期、一定バ－スト長）バ－ス
ト送信状態とする。
（３） 電波型式を設定し、変調をかけ最大送信電力とする。
（４） 送信の偏波面は、受験機器の使用状態と同様にする。
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７ 測定操作手順
（１） 受験機器及び測定用空中線の高さと方向をおおよそ対向させる。
（２） スペクトラムアナライザの設定を５（２）とし、基本波の中心周波数から原則 2.5Bn（Bn：
必要周波数帯幅）以上離れたスプリアス成分を探索する。
（３） 探索した各スプリアス成分の振幅値が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。
（４） 探索した各スプリアス成分の振幅値が許容値を超えた場合は、スペクトラムアナライザの
設定を５（３）としてスプリアス振幅の平均値を測定する。
８ 結果の表示
基本周波数の空中線電力により、スプリアスの振幅値を周波数帯域毎に最大のスプリアス振幅値
を、各分解能帯域幅あたりの［絶対値又は相対値］で周波数と共に表示する。
９ 補足説明
(１)

受験機器の回路構成から判断してスプリアスが発生しないことが明らかな特定の周波数帯
がある場合は、必要に応じその周波数帯の測定を省略しても差し支えない（参考 1）。

(２)

実際の測定では受験機器の空中線の周波数特性も影響し測定可能レベル以下となることが
ある。この場合、必要に応じその周波数帯の測定を省略しても差し支えない（参考 1）。
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２ 放送関係無線設備
(1)

中波放送設備

①

ｅ．ｉ．ｒ．ｐ法
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度

象

機

器

［中波放送設備（e.i.r.p.法）］

＜無線設備概要＞
・ 割当周波数531～1602kHz 、周波数の偏差10Hz、
・ 変調形式モノホニック放送の場合振幅変調、ステレオホニック放送の場合一定の順序で振幅変調
及び角度変調
・ 占有周波数帯幅の許容値 15kHz、チャネル間隔 9kHz、
・ 必要周波数帯幅 15kHz
１ 測定環境
空中線からある程度の距離をおいた地点で測定する。
→根拠：平成 9 年郵政省告示第 666 号（登録点検事業者等が行う点検の実施方法等を定める件）第
一 3 二の表 2 スプリアス発射の強度 キ「電界強度の測定による場合は、障害物の影響ができ
る限り少ない受信点で行う。」に準拠
２ 測定系統図
（ 例）

受験機器

整合路

電界強度

ほか

測定器

変調信号

・番組プログラム信号

等発生器

・低周波信号発生器

３ 測定器の条件等
（１）電界強度測定器により、実行上の指針として 9kHz から 1GHz の周波数範囲で測定する。
４ 受検機器の状態
（１）出力 定格出力
変調内容 番組プログラム信号、1kHz、ほか
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５ 測定操作手順
（１）基準となる搬送波レベルを測定する。
（２）必要な周波数のレベルを測定する。
６ 結果の表示
測定した搬送波レベル、スプリアス領域発射の規定値で用いられている単位に合わせ、スプリアス
レベルの絶対値又は搬送波を基準とした相対値を周波数とともに表示する。
７ 補足説明
・外来波の影響で測定値が信頼できない場合は、その値を除いて判定することができる。
・フィルタ、増幅器、導波管等の周波数特性が予め既知なものを使用することにより、規定値を満足
することが明らかな場合には、測定範囲を限定することができる。
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② 工場測定法
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度

象

機

器

［中波放送設備（送信機製作工場での測定）
］

＜無線設備概要＞
・ 割当周波数 531～1602kHz、周波数の偏差 10Hz、変調形式モノホニック放送の場合振幅変調、ス
テレオホニック放送の場合一定の順序で振幅変調及び角度変調
・ 占有周波数帯幅の許容値 15kHz、チャネル間隔 9kHz、必要周波数帯幅 15kHz
１ 測定環境
通常屋内、常温
２ 測定系統図
（ 例）

受験機器

変調信号
等発生器

疑似負荷
（減衰器）

スペクトラム
アナライザ

搬送波抑圧
フィルタ

・低周波信号発生器
・プログラム信号

送 信機製作工場 で測定 する場合 は、上図 の系統を用 いる。
最 終的 には e.i.r.p.法 を用 いて測定する。
補足： ・中 波 の場合 、疑似負荷 は一波対応 の場合 がありスプリアス周波数 における周 波 数
特性 が一定でなく、絶 対値 が判 らないことがある。
・高調波 などのリジェクタ回 路 を送信機内 ではなく空中 線整合装置内 に設置 する場
合 があり、送信機単体の測定 は意 味 がない場 合 がある。
・測定系 に特有 の高周波 の被 りがある場 合 に、測定値 の信頼性 が低 くなることがあ
る。
以上 の理由から、上記 測定系統 による測 定結果 は参考値とし、最終 的 には
フィールドにて e.i.r.p.法 で測定する。
なお、ピックアップ回路には方向性結合器、C 結合または M 結合回路を用いる。実際の測
定には送信機に準備されている波形モニタ用端子等を利用する。また、小電力の放送機の
場合はダミー抵抗体に高圧プローブを接続し測定を行なう。
３ 測定器の条件等
（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。
（２）スプリアス探索時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
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分解能帯域幅（各周波数帯毎に選択する。）
9kHz～150kHz

： 1kHz

150kHz～ 30MHz

： 10kHz

ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の 10 倍

検波モード

ポジティブピーク

（３）スプリアス振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
中心周波数

スプリアス周波数

分解能帯域幅（各周波数帯毎に選択する。）
9kHz～150kHz

： 1kHz

150kHz～ 30MHz

： 10kHz

ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の 10 倍

検波モード

サンプル検波またはアベレージ検波

スプリアスの探索は、9kHz から 1GHz までの周波数
４ 受験機器の状態
（１）連続送信状態
（２）1kHz 100%変調
５ 測定操作手順
（１）スペクトラムアナライザの設定を３（２）とし、スプリアスを探索する。
（２）探索したスプリアスの振幅値が規格値－10dB 以下の場合、探索値を測定値とする。
（３）探索したスプリアスの振幅値が規格値－10dB を超えた場合スプリアス周波数を求めスペクト
ラムアナライザの設定を３（３）とし、無変調時の信号キャリアの平均電力を基準としてスプリ
アスとの比（dB）を測定する。
６ 結果の表示
プリアスの振幅値が帯域毎に最大の１波を、スプリアス領域発射の規定値で用いられている単位に
合わせ、スプリアスレベルの絶対値又は信号の平均電力を基準とした相対値(dBc)で周波数と共に表
示する。
７ 補足説明
（１）スペクトラムアナライザの検波モードのサンプルの代わりに RMS を用いてもよい。
（２）搬送波抑圧フィルタを使用する場合は、フィルタの通過領域及び減衰領域内の特性により測定
値の補正を行う。基本周波数より高い周波数のスプリアス領域発射について、測定点より後段に
挿入される給電線等の周波数特性（標準減衰量）が既知の場合、これを用いて測定値を補正する
ことも可とする。
（３）フィルタ、増幅器、導波管等の周波数特性が予め既知なものを使用することにより、規定値を
満足することが明らかな場合には、測定範囲を限定することができる。
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(3) 短波放送設備
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度

象

機

器

短波放送設備

＜無線設備概要＞
・ 割当周波数 3900-26100kHz、周波数の許容偏差 10Hz、変調形式振幅変調、
・ 占有周波数帯幅の許容値 15kHz(A3E)／4.5kHz(H3E)、チャネル間隔 5kHz の整数倍、
・ 必要周波数帯幅 9kHz 以下(A3E)／4.5kHz 以下(H3E)
→根拠：無線設備規則、平成 6 年郵政省告示第 243 号及び、RR 付録第 11 号
１ 測定環境
通常の使用環境
２ 測定系統図
（例１）
受験機器

スペクトラム
アナライザ

疑似負荷
（減衰器）

搬送波抑圧
フィルタ

変調信号等
発生器

（例２)
空中線
整合装置
受験機器
外面波
調整器
疑似負荷
変調信号等
発生器

インピーダ
ンス変換器

減衰器

スペクトラム
アナライザ

３ 測定器の条件等
（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。
（２）スプリアス探索時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
分解能帯域幅
3.9MHz～30MHz

： 30kHz

30MHz～222MHz

：300kHz

ただし
fc+0.0225(A3E)又は fc+0.01125(H3E)（上側対象領域）ＭＨｚ～fc+1.5MHz ：300Hz
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→根拠：搬送波近傍においては、分解能帯域幅 10kHz では搬送波の影響を受けるので、搬
送波+1.5MHz までは分解能帯域幅を狭くして影響を避ける。
ビデオ帯域幅 ：分解能帯域幅の 3 倍程度
検波モード

：サンプル

（３）スプリアス振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
中心周波数

：スプリアス周波数

掃引周波数幅（各周波数帯毎に選択する。）
3.9MHz～30MHz

： 20kHz

30MHz～222MHz

：200kHz

分解能帯域幅 ：300Hz
ビデオ帯域幅 ：分解能帯域幅の 3 倍程度
チャンネルパワー測定のチャンネル幅（各周波数帯毎に選択する。）
3.9MHz～30MHz

： 10kHz

30MHz～222MHz

：100kHz

検波モード

：サンプル

スプリアスの探索は、搬送波周波数から搬送波周波数の 10 倍の周波数までとする。
４ 受験機器の状態
（１）A3E の場合、連続送信状態（通常の変調度）、変調信号は連続的な音声又は音楽
→根拠：通常の運用状態に近似させるためであり、変調信号が変わることによるスプリアスの変化
はほとんど無視できるため。
H3E の場合、連続送信状態（送信出力の飽和レベルで変調）
、変調信号は 1000Hz
→根拠：無線設備規則別表第 3 号注 4 に示された電力測定条件に準拠。
５ 測定操作手順
（１）スペクトラムアナライザの設定を３（２）とする。
（２）搬送波周波数+22.5kHz(A3E)又は 11.25kHz(H3E)（必要帯域幅の 250％）から搬送波周波数の
10 倍の周波数までの範囲でスプリアスを探索する。
（３） スペクトラムアナライザの設定を３（３）とする。
（４）
（２）で求めたスプリアスについて、搬送波周波数+1.5MHz から 30MHz までの帯域、及び 30MHz
から搬送周波数の 10 倍の周波数までの帯域の別に、スペクトラムアナライザの電力測定機能（チ
ャンネルパワー測定）を使用してスプリアス電力を求める。
測定帯域の境界（30MHz）近傍における中心周波数は、（30MHz）－（分解能帯域幅/2）まで、及
び（30MHz）＋（分解能帯域幅/2）からに設定する。
（５）
（２）で求めたスプリアスのうち、搬送波周波数+22.5kHz(A3E)又は 11.25kHz(H3E)から搬送波
周波数+1.5MHz までの範囲について、スペクトラムアナライザの電力測定機能（チャンネルパワ
ー測定）を使用してスプリアス電力を求める。
（６）スプリアス電力は、スペクトラムアナライザの測定値と測定系の補正値により求めるものと
し、最も大きいスプリアス電力値が規格を満足していることを確認する。
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６ 結果の表示
スプリアスの振幅値を帯域毎に最大の１波の平均電力を、周波数とともに表示する。
７ 補足説明
（１）スペクトラムアナライザの検波モードのサンプルの代わりに RMS を用いてもよい。
（２）搬送波抑圧フィルタ、方向性結合器および測定ケーブルの補正値は、ネットワークアナライザ
などを用いて事前に測定しておく。
（３）基本周波数より高い周波数のスプリアス領域発射について、測定点より後段に挿入される給電
線等の周波数特性（標準減衰量）が既知の場合、これを用いて測定値を補正することも可とする。
（４）フィルタ、増幅器、導波管等の周波数特性が予め既知なものを使用することにより、規定値を
満足することが明らかな場合には、測定範囲を限定することができる。
（５）方向性結合器、擬似負荷等、測定系の周波数特性が限定されている場合、当分の間、測定系に
よる限定範囲（基本波周波数から送信可能周波数上限の 10 倍程度まで）で測定することができ
る。３に示した測定器の条件等及び５に示した測定操作手順は、この限定範囲で測定する前提で
記載している。
（６）測定系への影響を防ぐため必要がある場合は、測定する送信機以外は停止状態とする。
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(3) ＦＭ放送設備
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度

象

機

器

［ＦＭ放送設備］

＜無線設備の概要＞
・ 割当周波数 76～90MHz、周波数の偏差 20ppm、
・ 変調形式 FM、占有周波数帯幅の許容値 200kHz、変調形式周波数変調、
・ チャネル間隔 100kHz、必要周波数帯幅 200kHz
１ 測定環境
通常は屋内常温とし、無線機器及び測定機器の動作保証温度内とする。
２ 測定系統図
（例）

空中線系設備
又は擬似負荷

スペクトラム
アナライザ

方向性結合器
搬送波抑圧
フィルタ

親局送信機
又は中継局送信機

変調信号発生器
又は放送波 IF 信号等

低周波発振器
放送プログラム

３ 測定器の条件等
（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。
（２）搬送波抑圧フィルタ、方向性結合器等は事前に特性を測定し補正値を求める。
（３）スプリアス探索時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
分解能帯域幅（周波数帯毎に選択する。）
9 kHz～ 100 MHz： 10 kHz
100 MHz～ 1 GHz： 10 kHz
スパン 10 MHz
ビデオ帯域幅 100kHz
検波モードポジティブピーク
（４）スプリアス振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
中心周波数 スプリアス周波数
分解能帯域幅（周波数帯毎に選択する。）
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9 kHz～ 100 MHz： 10 kHz
100 MHz～ 1 GHz： 10 kHz
スパン 1 MHz
ビデオ帯域幅 100kHz
検波モード サンプル
４ 受検機器の状態
（１）低周波発振器の信号、放送プログラムによる通常変調、あるいは無変調とする。
５ 測定操作手順
（１）スペクトラムアナライザの設定を３（３）とし、スプリアスを探索する。
特に基本周波数の 2～7 倍の各周波数は３（４）の設定とする。
（２）探索したスプリアスの振幅値が規格値-10dB 以下の場合、あるいは、スペクトラムアナライザ
のノイズフロアレベル+10dB の場合、探索値を測定値とする。
（３） 探索したスプリアスの振幅値が規格値-10dB を超えた場合、あるいは、スペクトラムアナラ
イザのノイズフロアレベル+10dB の場合、スプリアス周波数を求めスペクトラムアナライザの設
定を３（４）とし、
（dBm 値）を電力の真数に変換し、平均を求めて（dBm）に変換し、補正値を
換算し、スプリアスの振幅値とする。

６ 結果の表示
割当周波数に対して高調波毎に「-(何)dB 以下」あるいは「測定値」
9 kHz～ 割当周波数 MHz：「-(何)dB 以下」あるいは「測定値」
割当周波数 MHz～ 1 GHz：「-(何)dB 以下」あるいは「測定値」
を表示する。
７ 補足説明
・ フィルタ、増幅器、導波管等の周波数特性が予め既知なものを使用することにより、規定値を満
足することが明らかな場合には、測定範囲を限定することができる。
・ 基本周波数より高い周波数のスプリアス領域発射について、測定点より後段に挿入される給電線
等の周波数特性（標準減衰量）が既知の場合、これを用いて測定値を補正することも可とする。
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(4) 地上デジタル音声設備
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度

象

機

器

［地上デジタル音声放送設備］

＜無線設備概要＞
・ 割当周波数 90～108MHz、170～222MHz、周波数の偏差 1Hz、変調形式 OFDM
・ 占有周波数帯幅の許容値(6000/14*n+34.48)kHz 、n=1～13、チャネル間隔最大 6MHz
・ 必要周波数帯幅(6000/14*n+34.48)kHz 、n=1～13
１ 測定環境
通常屋内、常温
２ 測定系統図
（ 例）

疑似負荷
（減衰器）

受験機器

変調信号
等発生器

スペクトラム
アナライザ

搬送波抑圧
フィルタ

・PNパターン発生器
・プログラム信号

３ 測定器の条件等
（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。
（２）スプリアス探索時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
分解能帯域幅（各周波数帯毎に選択する。）
9kHz～150kHz

： 1kHz

150kHz～ 30MHz

： 10kHz

30MHz～ 1GHz

：100kHz

1GHz 以上

： 1MHz

ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の 10 倍

検波モード

ポジティブピーク

（３）スプリアス振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
中心周波数
掃引周波数幅

スプリアス周波数
高調波等変調に起因する成分 ：占有周波数帯幅の 5 倍程度
その他の成分

：分解能帯域幅の 100 倍

分解能帯域幅（各周波数帯毎に選択する。）
9kHz～150kHz

： 1kHz

150kHz～ 30MHz

： 10kHz
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30MHz～ 1GHz
1GHz 以上

：100kHz
： 1MHz

ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の 10 倍

検波モード

サンプル

スプリアスの探索は、中心周波数により以下のとおりとする。
中心周波数 90～100MHz ： 9kHz～1GHz
中心周波数 100～222MHz ： 9kHz～10 倍の高調波
４ 受験機器の状態
（１）連続送信状態
（２）PN 信号またはプログラム信号により変調
５ 測定操作手順
（１）スペクトラムアナライザの設定を３（２）とし、スプリアスを探索する。
（２）探索したスプリアスの振幅値が規格値-10dB 以下の場合、探索値を測定値とする。
（３）探索したスプリアスの振幅値が規格値-10dB を超えた場合スプリアス周波数を求めスペクトラ
ムアナライザの設定を３（３）とし、（dBm 値）を電力の真数に変換し、平均を求めて（dBm）に
変換し、スプリアスの振幅値とする。
６ 結果の表示
スプリアスの振幅値を帯域毎に最大の 1 波を、信号の平均電力を基準として相対値（dBc）で周波
数と共に表示する。
７ 補足説明
（１）スペクトラムアナライザの検波モードのサンプルの代わりに RMS を用いてもよい。
（２）搬送波抑圧フィルタを使用する場合、フィルタの通過領域及び減衰領域内の特性により測定値
の補正を行う。基本周波数より高い周波数のスプリアス領域発射について、測定点より後段に挿
入される給電線等の周波数特性（標準減衰量）が既知の場合、これを用いて測定値を補正するこ
とも可とする。
（３）フィルタ、増幅器、導波管等の周波数特性が予め既知なものを使用することにより、規定値を
満足することが明らかな場合には、測定範囲を限定することができる。
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(5) ＶＨＦ／ＵＨＦアナログテレビ放送設備
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度

象

機

器

［ＶＨＦ／ＵＨＦアナログテレビ放送設備］

＜無線設備概要＞
・ 割当周波数 90～108MHz、170～222MHz、470～770MHz
・ 周波数の偏差 500Hz、VHF 中継放送機 2kHz、UHF 中継放送機 3kHz、
・ 極微小電力中継放送機 40kHz、変調形式映像：振幅変調（残留側波帯）、音声：周波数変調
・ 占有周波数帯幅の許容値 6MHz
・ チャネル間隔 6MHz
・ 必要周波数帯幅 6MHz
１ 測定環境
屋内 常温
ただし、屋外に設置されている場合には 屋外 常温
２ 測定系統図
（例）
疑似負荷または
空中線設備

受験機器

変調信号等
発生器

スペクトラム
アナライザ

搬送波抑圧
フィルタ

ＴＶ試験信号発生器
低周波発振器
または
放送プログラム信号

３ 測定器の条件等
（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。
（２）スプリアス探索時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
分解能帯域幅（周波数帯毎に選択する）
9kHz～150kHz

: 1kHz

150kHz～ 30MHz

: 10kHz

30MHz～ 1GHz

:100kHz

1GHz 以上

: 1MHz

探索する周波数帯域幅（割当周波数毎に選択する）
90～108MHz

9kHz～1GHz または 10 倍の高調波のいずれか大きい方

170～222MHz

9kHz～10 倍の高調波

470～770MHz

30MHz～3GHz または 5 倍の高調波のいずれか大きい方
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ビデオ帯域幅
検波モード

分解能帯域幅の 10 倍
ポジティブピーク（ただし測定はサンプル）

ただし、分解能帯域幅、ビデオ帯域幅については測定器メーカでの検討により、自動設定モー
ドでの探索が可能であれば追加する。
（３）スプリアス振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
中心周波数

スプリアス周波数

掃引周波数幅

10MHz

分解能帯域幅（周波数帯毎に選択する）
9kHz～150kHz

: 1kHz

150kHz～ 30MHz

: 10kHz

30MHz～ 1GHz

:100kHz

1GHz 以上

: 1MHz

探索する周波数帯域幅（割当周波数毎に選択する）
90～108MHz

9kHz～1GHz または 10 倍の高調波のいずれか大きい方

170～222MHz

9kHz～10 倍の高調波

470～770MHz

30MHz～3GHz または 5 倍の高調波のいずれか大きい方

ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の 10 倍程度

検波モード

サンプル

４ 受験機器の状態
（１）映像はＴＶ試験信号発生器により黒信号、音声は低周波発振器により 1kHz100%で変調を行う。
ただし、これによりがたい場合は、映像音声ともプログラム信号で変調を行うことができる。
５ 測定操作手順
（１）スペクトラムアナライザの設定を３（２）とし、スプリアスを探索する。
（２）探索したスプリアスの振幅値が規格値－10dB 以下でかつスペクトラムアナライザーのノイズ
フロアよりも 10dB 以上の場合、探索値を測定値とする。
（３）探索したスプリアスの振幅値が規格値－10dB を超えた場合スプリアス周波数を求めスペクト
ラムアナライザの設定を３（３）とし、
（dBm 値）を電力の真数に変換し、
（mW）に変換し、スプ
リアスの振幅値とする。また、基準電力とスプリアスの振幅値の比を相対値（dBc）とする。
なお、基準電力は映像搬送波の平均電力（尖頭電力の 1/1.68）とする。
６ 結果の表示
測定されたスプリアスの振幅値を周波数毎にスプリアス領域発射の規定値で用いられている単位
に合わせ絶対値（mW）又は相対値（dBc）を分解能帯域幅と共に表示する。
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７ 補足説明
（１）スペクトラムアナライザの検波モードのサンプルの代わりに RMS を用いてもよい。
（２）搬送波抑圧フィルタを使用する場合、フィルタの減衰領域内の減衰特性は既知のものを使用す
るかまたは事前にネットワークアナライザ等の測定器を使用して測定しておき、補正を行う。基
本周波数より高い周波数のスプリアス領域発射について、測定点より後段に挿入される給電線等
の周波数特性（標準減衰量）が既知の場合、これを用いて測定値を補正することも可とする。
（３）フィルタ、増幅器、導波管等の周波数特性が予め既知なものを使用することにより、規定値を
満足することが明らかな場合には、測定範囲を限定することができる。
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(6) 地上デジタルテレビ放送設備
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度

象

機

器

［地上デジタルＴＶ放送設備］

＜無線設備概要＞
・ 割当周波数 470～770MHz
・ 周波数の偏差 1Hz または総務大臣が特に認めた時は 500Hz
・ 変調形式 OFDM、占有周波数帯幅の許容値 5.7MHz、チャネル間隔 6MHz
・ 必要周波数帯幅 6MHz

１ 測定環境
通常の使用環境
２ 測定系統図
（ｱﾝﾃﾅ接続端子）

方向性
結合器

受験機器

疑似負荷
又は
空中線設備

スペクトラム
アナライザ

変調信号等
発生器

搬送波抑圧
フィルタ

放送プログラム
ＰＮパターン発生器

３ 測定器の条件等
（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。
（２）スプリアス探索時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
分解能帯域幅
30MHz～1GHz

：10～100kHz

1GHz 以上

：0.1～1MHz

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の 3～10 倍程度
検波モード ポジティブピーク
（３）スプリアス振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
中心周波数

スプリアス周波数

掃引周波数幅

20MHz

分解能帯域幅（各周波数帯毎に選択する。）
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30MHz～1GHz

：100kHz

1GHz 以上

：1MHz

ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の 10 倍程度

検波モード

サンプル検波

スプリアスの探索は、中心周波数が
470MHz～600MHz 以下の時は、30MHz～3GHz
600MHz 以上の時は、30MHz～5 倍の高調波
までとする。
４ 受験機器の状態
（１）状態：連続送信
（２）出力：定格出力
（３）変調：変調有り（標準信号またはプログラム信号）
５ 測定操作手順
（１）スペクトラムアナライザの設定を３（２）とし、スプリアスを探索する。
（２）探索したスプリアスの振幅値が規格値-10dB 以下の場合、探索値を測定値とする。
（３）探索したスプリアスの振幅値が規格値-10dB を超えた場合スプリアス周波数を求めスペクトラ
ムアナライザの設定を３（３）とし、（dBm 値）を電力の真数に変換し、平均を求めて（mW）に
変換し、スプリアスの振幅値とする。
また、基準電力とスプリアスの振幅値の比を相対値（dBc）とする。
なお、基準電力は必要周波数帯幅の全平均電力とする。
６ 結果の表示
スプリアスの振幅値を、スプリアス領域発射の規定値で用いられている単位に合わせ帯域幅あたり
の絶対値又は相対値を周波数と共に表示する。
７ 補足説明
（１）スペクトラムアナライザの検波モードのサンプルの代わりに RMS を用いてもよい。
（２）搬送波抑圧フィルタを使用する場合、フィルタの減衰領域内の補正を行う。基本周波数より高
い周波数のスプリアス領域発射について、測定点より後段に挿入される給電線等の周波数特性
（標準減衰量）が既知の場合、これを用いて測定値を補正することも可とする。
（３）フィルタ、増幅器、導波管等の周波数特性が予め既知なものを使用することにより、規定値
を満足することが明らかな場合には、測定範囲を限定することができる。
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(7) ２．６ＧＨｚ対衛星補助放送設備
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度

象

機

［２．６ＧＨｚ帯衛星補助放送設備］

＜無線設備概要＞
・ 割当周波数 2.6425GHz、変調形式 スペクトラム拡散変調
・ 占有周波数帯幅の許容値 25MHz、チャネル間隔［－］、必要周波数帯幅 25MHz
１ 測定環境
試験は、通常の使用環境のもとで行う。
２ 測定系統図
（例）

変調信号等
発生器

スペクトラム
アナライザ

疑似負荷
（減衰器）

受験機器

器

搬送波抑圧
フィルタ

・高周波信号発生器
・衛星受信波

(補足)方向性結合器を使用せず、通過型減衰器からの測定でもよい（点線）
。
３ 測定器の条件等
（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。
（２）スプリアス探索時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
分解能帯域幅（ITU-R 推奨基準帯域幅と等しくなるように選択する。）
30 MHz～ 1 GHz

：100kHz

１ GHz～ 13.275 GHz

：１MHz

ただし 2580 MHz～ 2705 MHz を除く（帯域外領域なので）
ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の３倍程度

検波モード

ポジティブピーク

（３）スプリアス振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
中心周波数

スプリアス周波数

掃引周波数幅

50MHz

分解能帯域幅（ITU-R 推奨基準帯域幅と等しくなるように選択する。）
30 MHz～ 1 GHz

：100kHz

１ GHz～ 13.275 GHz

：１MHz

ただし 2580 MHz～ 2705 MHz を除く（帯域外領域なので）
ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の 3 倍程度

検波モード

サンプル
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４ 受験機器の状態
（１）受験機器は定格電源電圧の条件下で測定する。
（２）試験周波数に設定し、連続送信状態とする。
（３）変調波出力とし、定格送信電力とする。
５ 測定操作手順
（１）スペクトラムアナライザの設定を３（２）とし、基本波の中心周波数（2.6425GHz）から原則
62.5MHz 以上離れたスプリアス成分を探索する。
（２）探索したスプリアスが規格値-3dB 以下の場合探索値を測定値とする。
（３）探索したスプリアスが規格値-3dB を超えた場合スプリアス周波数を求めスペクトラムアナラ
イザの設定を３（３）とし、（dBm 値）をスプリアスの振幅値とする。
(補足)

測定場所近傍に携帯電話基地局などがあった場合、その外来電波を直接測定器あるいは

測定用ケーブルで受けてしまうことがあるので、自身のスプリアスと誤認しないように注
意すること。
６ 結果の表示
スプリアスの振幅値を帯域毎に最大の１波を、各帯域幅あたりの絶対値で周波数と共に表示する。
７ 補足説明
（１）スペクトラムアナライザの検波モードのサンプルの代わりに RMS を用いてもよい。
（２）搬送波抑圧フィルタを使用する場合、フィルタの減衰領域内の補正を行う。基本周波数より
高い周波数のスプリアス領域発射について、測定点より後段に挿入される給電線等の周波数特
性（標準減衰量）が既知の場合、これを用いて測定値を補正することも可とする。
（３）基本周波数より高い周波数のスプリアス領域発射について、測定点より後段に挿入される給
電線等の周波数特性（標準減衰量）が既知の場合、これを用いて測定値を補正することも可と
する。
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(8) ＳＨＦ帯受信障害対策放送設備
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度

象

機

器

［ＳＨＦ受信障害対策中継放送設備］

＜無線設備概要＞
・ 割当周波数 12.092～12.2GHz、周波数の偏差 ±1kHz 、
・ 変調形式映像 C3F、 音声 F3E
・ 占有周波数帯幅の許容値 6MHz、チャネル間隔 6MHz、必要周波数帯幅 6MHz
・ スプリアス領域までの周波数間隔（2.5BN） 15MHz
１ 測定環境
通常の使用環境
２ 測定系統図
（例）
スペクトラム
アナライザ

疑似負荷
（減衰器）

受検機器

・ＴＶ試験信号発生器
・低周波発信器
・プログラム信号

変調信号等
発生器

搬送波抑圧
フィルタ

３ 測定器の条件等
（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。
（２）スプリアス振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
中心周波数

スプリアス周波数

分解能帯域幅

（各周波数帯毎に選択する）

30MHz～ 1GHz ： 100kHz
1GHz～ 26GHz ： 1MHz
ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の 3 倍程度

検波モード

サンプル

スプリアスの探索は、なるべく低い周波数から搬送波周波数の 2 倍以上までの周波数
（30MHz 以下から 26GHz まで）とする。
４ 受験機器の状態
（１）連続送信状態
映像信号：黒信号
音声信号：1kHz 100％変調
これによりがたい場合は、映像・音声ともにプログラム信号を使用することができ
る。
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５ 測定操作手順
（１）スペクトラムアナライザの設定を３（２）とし、スプリアスを探索する。
（２）探索したスプリアスの振幅値が規格値- 10 dB 以下の場合、探索値を測定値とする。
（３）探索したスプリアスの振幅値が規格値- 10 dB を超えた場合スプリアス周波数を求めスペクト
ラムアナライザの設定を３（３）とし、（dBm 値）を電力の真数に変換し、平均を求めて（dBm）
に変換し、スプリアスの振幅値とする。
６ 結果の表示
スプリアスの振幅値を帯域毎に最大の 1 波を、上記基準値からの相対値(dB)で周波数と共に表示す
る。
７ 補足説明
（１）スペクトラムアナライザの検波モードのサンプルの代わりに RMS を用いてもよい。
（２）搬送波抑圧フィルタを使用する場合、フィルタの減衰領域内の補正はネットワークアナライザ
などを用いて測定しておく。基本周波数より高い周波数のスプリアス領域発射について、測定点
より後段に挿入される給電線等の周波数特性（標準減衰量）が既知の場合、これを用いて測定値
を補正することも可とする。
（３）フィルタ、増幅器、導波管等の周波数特性が予め既知なものを使用することにより、規定値を
満足することが明らかな場合には、測定範囲を限定することができる。
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３ 衛星関係無線設備
(1) 人工衛星に搭載する無線設備
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度

象

機

器

［人工衛星に搭載する無線設備］

１ 測定環境
「打ち上げ前の地上試験」など
２ 測定系統図

受験機器

カップラー
又は U リンク

アンテナ

搬送波抑圧
フィルタ
○

変調信号等

○

○

○
○

スペクトラム
アナライザ

○

３ 測定器の条件等
（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。
（２）スプリアス探索時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
掃引周波数幅
分解能帯域幅

（４）の測定範囲
「60dBc または 43+10logPのいずれか厳しくないほうの値」（以下、
「規格値」という。）以上のスプリアスが識別できる帯域幅。

ビデオ帯域幅

分解能帯域幅（以下、「ＲＢＷ」という。）の設定値および測定ダイ
ナミックレンジを考慮し、ノイズフロアに対しスプリアスを識別するの
に支障のない帯域幅。なお、このような設定ができない場合は、掃引帯
域を分割して測定してよい。

検波モード

「ポジティブピーク」

（３)スプリアス振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
中心周波数

「スプリアス周波数」

掃引周波数幅

上記（２）で規格値以上のスプリアスが確認された範囲

分解能帯域幅

スペクトラムアナライザのノイズ変動等を考慮しても、規格合否が判
別できる帯域幅。
また、スプリアスが 4kHz 以上の帯域幅を持つ場合には、スプリアス
の波形が識別でき、電力を 4kHz あたりに換算するのに支障がないよう、
当該スプリアスの帯域幅と比較し十分狭い幅。

ビデオ帯域幅

ＲＢＷの設定値をもとに、掃引時間およびスペアナ雑音の影響排除を
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考慮した上で、適切な値に設定。
注： 測定するスプリアスレベルが低く、ノイズに対する識別が困難
な場合、またはスプリアスレベルがスペクトラムアナライザ内部
雑音の影響で変動する場合には、ビデオ帯域幅（以下「VBW」とい
う。）を狭く設定して平均化することが有効である。 一方でVBW
を狭くすることにより掃引時間が長くなる問題があり、特に広帯
域掃引時にはRBW≦VBWとすることが有効な場合もあるので、VBW
の設定は、これらを考慮した上で判断すべきである。
検波モード

ポジティブピークまたはサンプル

（４）測定範囲は表４を基本とするが、以下の領域については、測定を省略可能とする。
① 最終段増幅器の出力に導波管が装荷されている場合、当該導波管カットオフ周波数の70%以下
の周波数領域、又はカットオフ周波数の70%以上であっても、導波管長が長く、規格値相当以上
（注）のカットオフ減衰量が得られる周波数領域
② 最終段増幅器の出力にフィルタが装荷されている場合、当該フィルタ単体の測定にて、基本
波に対し規格値相当以上の減衰が確認されている周波数領域
③ 最終段増幅器の出力にフィルタが装荷される場合、当該フィルタを含まない最終段増幅器直
後の出力試験、又は送信機を構成する周波数変換回路、最終段増幅器などの装置（送信機の主
要部）の試験でスプリアスの存在が確認された周波数付近以外の周波数領域
注： 「規格値相当以上」とは、たとえば無変調で測定したスプリアスが、変調時にはRs(kHz)
に拡散することが予めわかっている場合に、導波管またはフィルタでの所要減衰量が、
（スプリアス領域の発射制限値）× (4/Rs)
で良いことを意味する。一例として、スプリアス領域の発射制限値が60dBc、スプリアス
が4MHzに拡散する場合、下記計算となる。
60 + 10log(4/4000) = 30(dB)
（５）スプリアス制限値の適用領域は、表５のとおり。
４ 受験機器の状態
（１）スプリアスの測定は、原則として受験機器を標準運用状態に設定し、測定を行う。なお、総合
平均電力 P は、原則として変調状態において、パワーメータを用いて測定した値とする（変調器
が無い場合は無変調も可とする）。ただし、TDMA 又はバーストモードの場合は、連続モードに設
定して P を測定する。
（２）マルチキャリア運用で、キャリア数、帯域幅、周波数配置など運用方法が不定（多様）な場合
は、衛星中継機能力的に最大電力・最大帯域幅キャリア運用を想定した状態（以下、最大運用状
態という）での測定を原則とする。
この場合、測定は 1 つの変調信号入力によることとし、受験機器の出力電力は、運用時に同時
送出する複数変調波の出力電力合計の最大値（当該送信機または中継器の規定出力）と等しい値
とし、周波数帯幅は、運用時に同時送出する複数変調波の占有周波数帯幅の総和と等しい値とす
る。
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マルチキャリア運用で、運用方法が不定（多様）であるケースの例
運用パターン１
運用パターン２
運用パターン３
運用パターン４
・
・
・

周波数帯域

最大運用状態での測定方法の例

周波数帯域
・測定に用いる１波の電力： 同時送出する複数変調波の電力の総和
・測定に用いる１波の帯域幅： 同時送出する複数変調波の占有周波数帯幅の総和

（３）標準運用状態又は最大運用状態での測定が困難な場合、すなわち、マルチキャリアシステムで
運用方法が多様であるが、システム構成上、最大電力・最大周波数帯幅を持つ１つの変調波での
試験ができない場合は、簡略化した測定方法（理論的に妥当なものに限る）も可とする。マルチ
キャリアシステムにおける簡略化した測定方法の例としては、別紙４のとおり考えられる。
５ 測定操作手順
（１）総合平均電力Ｐは表５のとおりとする。
（２）スペクトラムアナライザの設定を「３．
（２）」とし、スプリアスを探索する。
（３）探索したスプリアスの振幅値が規格値以下の場合、探索値を測定値とする。
（４）探索したスプリアスの振幅値が規格値を超えた場合、スプリアス周波数を求め、スペクトラム
アナライザの設定を「３．（３）」とし測定値とする。
（５）（３）及び（４）において、被測定波が 4kHz 以上に亘って連続的に分布する場合には RBW を
被測定波の分布より狭く設定した上で以下の換算式によりスプリアスの値を求める。
換算式：スプリアスの値 ＝（測定レベル）×（4kHz(参照帯域幅)/RBW）
×（スペクトラムアナライザ補正値※）
※ スペクトラムアナライザの形式によっては、 スプリアス測定にあたり IF フィルタ（RBW を
設定）の特性や、 ログアンプの雑音に対する応答を補正する必要がある。
（６）但し、被測定波が線スペクトラムのように4kHz未満の帯域しか持たない場合には、RBWを被測
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定波の帯域より広く設定した上で直読値を以ってスプリアスの値とするが、4kHz以内にスプリア
スが複数ある場合は合算する。
６ 結果の表示
スプリアスの振幅値が最大の１波を、dBc で表示する。
７ 補足説明
（１）スペクトラムアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「RMS」を用いてよい。
（２）搬送波抑圧フィルタを使用する場合、フィルタの減衰領域内の補正を行う。
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(2) 地球局の無線設備
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度

象

機

器

［地球局の無線設備］

１ 測定環境
「通常屋内」
２ 測定系統図

受験機器

ｶｯﾌﾟﾗｰ
など

擬似負荷
(減衰器)

スペクトラム
アナライザ
又は
パワーメータ
搬送波抑圧
フィルタ

変調信号等

３ 測定器の条件等
（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。
（２）スプリアス探索時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
掃引周波数幅

（４）の測定範囲

分解能帯域幅

「60dBc または 43+10logPのいずれか厳しくないほうの値」（以
下、「規格値」という。）以上のスプリアスが識別できる帯域幅。

ビデオ帯域幅

分解能帯域幅（以下、
「ＲＢＷ」という。）の設定値および測定ダ
イナミックレンジを考慮し、ノイズフロアに対しスプリアスを識別
するのに支障のない帯域幅。なお、このような設定ができない場合
は、掃引帯域を分割して測定してよい。

検波モード

「ポジティブピーク」

（３）スプリアス振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定は次のようにする。
中心周波数

「スプリアス周波数」

掃引周波数幅

上記（２）で規格値以上のスプリアスが確認された範囲（必要に
応じて分割して測定）

分解能帯域幅

スペクトラムアナライザのノイズ変動等を考慮しても、規格合否
が判別できる帯域幅。
また、スプリアスが4kHz以上の帯域幅を持つ場合には、スプリア
スの波形が識別でき、電力を4kHzあたりに換算するのに支障がない
よう、当該スプリアスの帯域幅と比較し十分狭い幅。

ビデオ帯域幅

ＲＢＷの設定値をもとに、掃引時間およびスペクトラムアナライ
ザ雑音の影響排除を考慮した上で、適切な値に設定。
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注：測定するスプリアスレベルが低く、ノイズに対する識別が困難
な場合、またはスプリアスレベルがスペアナ内部雑音の影響で
変動する場合には、ビデオ帯域幅（以下「VBW」という。）を狭
く設定して平均化することが有効である。 一方で VBW を狭く
することにより掃引時間が長くなる問題があり、特に広帯域掃
引時には RBW≦VBW とすることが有効な場合もあるので、VBW の
設定は、これらを考慮した上で判断すべきである。
検波モード

ポジティブピークまたはサンプル

（４）測定範囲は表４を基本とするが、以下の領域については、測定を省略可能とする。
① 最終段増幅器の出力に導波管が装荷されている場合、当該導波管カットオフ周波数の70%以
下の周波数領域、又はカットオフ周波数の70%以上であっても、導波管長が長く、規格値相当
以上（注）のカットオフ減衰量が得られることが計算される周波数領域
② 最終段増幅器の出力にフィルタが装荷されている場合、当該フィルタ単体の測定にて、基
本波に対し規格値相当以上の減衰が確認されている周波数領域
③ 最終段増幅器の出力にフィルタが装荷される場合、当該フィルタを含まない最終段増幅器
直後の出力試験、又は送信機を構成する周波数変換回路、最終段増幅器などの装置（送信機
の主要部）の試験でスプリアスの存在が確認された周波数付近以外の周波数領域
注： 「規格値相当以上」とは、たとえば無変調で測定したスプリアスが、変調時にはRs(kHz)
に拡散することが予めわかっている場合に、導波管またはフィルタでの所要減衰量が、
（スプリアス領域の発射制限値）× (4/Rs)
で良いことを意味する。 一例として、スプリアス領域の発射制限値が60dBc、スプリア
スが4MHzに拡散する場合、下記計算となる。
60 + 10log(4/4000) = 30(dB)
（５）スプリアス制限値の適用領域は、表５のとおり。
４ 受験機器の状態
（１）スプリアス測定は、原則指定事項に基づき行う。なお、総合平均電力 P は、原則として変調
状態において、パワーメータを用いて測定した値とする（変調器が無い場合は無変調も可とす
る）。ただし、TDMA 又はバーストモードの場合は、連続モードに設定して P を測定する。
（２）マルチキャリア運用で、キャリア数、帯域幅、周波数配置など運用方法が不定（多様）な場
合は、地球局送信機の能力的に最大電力・最大帯域幅キャリア運用を想定した状態（以下、最
大運用状態という）での測定を原則とする。
この場合、測定は 1 つの変調信号入力によることとし、受験機器の出力電力は、運用時に同
時送出する複数変調波の出力電力合計の最大値（当該送信機の規定出力）と等しい値とし、周
波数帯幅は、運用時に同時送出する複数変調波の占有周波数帯幅の総和と等しい値とする。
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マルチキャリア運用で、運用方法が不定（多様）であるケースの例
運用パターン１
運用パターン２
運用パターン３
運用パターン４
・
・
・

周波数帯域

最大運用状態での測定方法の例

周波数帯域
・測定に用いる１波の電力： 同時送出する複数変調波の電力の総和
・測定に用いる１波の帯域幅： 同時送出する複数変調波の占有周波数帯幅の総和

（３）標準運用状態又は最大運用状態での測定が困難な場合、すなわち、マルチキャリアシステム
で運用方法が多様であるが、システム構成上、最大電力・最大周波数帯幅を持つ１つの変調波
での試験ができない場合は、簡略化した測定方法（理論的に妥当なものに限る）も可とする。
マルチキャリアシステムにおける簡略化した測定方法の例としては、別紙４のとおり考えられ
る。
５ 測定操作手順
（１）総合平均電力Ｐは表５のとおりとする。
（２）スペクトラムアナライザの設定を「３．
（２）」とし、スプリアスを探索する。
（３）探索したスプリアスの振幅値が規格値以下の場合、探索値を測定値とする。
（４）探索したスプリアスの振幅値が規格値を超えた場合、スプリアス周波数を求め、スペクトラ
ムアナライザの設定を「３．（３）
」とし測定値とする。
（５）（３）及び（４）において、被測定波が 4kHz 以上に亘って連続的に分布する場合には RBW
を被測定波の分布より狭く設定した上で以下の換算式によりスプリアスの値を求める。
換算式：スプリアスの値 ＝（測定レベル）×（4kHz(参照帯域幅)/RBW）
×（スペクトラムアナライザ補正値※）
※スペクトラムアナライザの形式によっては、 スプリアス測定にあたり IF フィルタ（RBW
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を設定）の特性や、 ログアンプの雑音に対する応答を補正する必要がある。
（６）但し、被測定波が線スペクトラムのように 4kHz 未満の帯域しか持たない場合には、RBW を被
測定波の帯域より広く設定した上で直読値を以ってスプリアスの値とするが、4kHz 以内にスプ
リアスが複数ある場合は合算する。
６ 結果の表示
スプリアスの振幅値が最大の１波を、dBc で表示する。
７ 補足説明
（１）スペクトラムアナライザの検波モードの「サンプル」の代わりに「RMS」を用いてよい。
（２）搬送波抑圧フィルタを使用する場合、フィルタの減衰領域内の補正を行う。
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(3) アクティブフェーズドアレーアンテナを使用する無線設備
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度

象

機

器

［アクティブフェーズドアレーアンテナを
使用する無線設備］

１ 適用条件
スプリアス測定は送信機出力端にて行うのが一般的であるが、下記条件に合致するアクティブフェ
ーズドアレイアンテナの場合、本特例によるスプリアス測定を行うものとする。
「複数のアンテナ放射素子直下に送信機があり、通常この送信機出力でモニタする手段を持たな
い、いわゆるアクティブフェーズドアレイアンテナ。」
２ 測定方法
アクティブフェーズドアレイアンテナの放射電力を測定する場合、使用周波数や素子数等によって
測定の可否、測定精度に限界が出てくることが予想されるため、スプリアス測定方法を規定する場合
には、いくつかの選択肢を設けることが必要である。
以下、放射電力を直接測定する方法を、２．１（電波暗室内での放射パターン測定）及び２．２（簡
易電波暗箱を使用した測定）に、計算により算出する方法を２．３（送信機モジュール単体のスプリ
アス測定値からの算出）に、アクティブフェーズドアレイアンテナはアンテナ素子と終段電力増幅器
が一体となっており分離できないことから終段電力増幅器の前でスプリアスを測定する方法を２．４
（終段電力増幅器の前でのスプリアス測定）に示す。
２．１ 電波暗室でのスプリアス放射パターン測定
（１）測定環境
「電波暗室内」
（２）測定系統図

受験機器
スペクトラム
アナライザ

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾎｰﾝ

アンテナ回転台

搬送波抑圧
フィルタ
無変調信号

スペクトラムアナライザ使用時

（３）測定器の条件等
別紙１又は別紙２に準じる。
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（４）受験機器の状態
別紙１又は別紙２に準じる。
（５）測定操作手順
① 基本周波数におけるアンテナ放射パターンを取得する。 測定は、原則無変調波の状態にお
いて、スペクトラムアナライザまたはネットワークアナライザにより行う。
②

アンテナビームを正面方向に固定し、スペクトラムアナライザによりスプリアスを探索す

る。スペクトラムアナライザの設定は、別紙１又は別紙２ 3.(2)項に準じる。
③ ②項で探索したスプリアス周波数において、アンテナ放射パターンを取得し、スプリアス周
波数での放射パターン最大ピーク値を空間内で探索する。
④

③項で取得したスプリアス周波数での放射パターンピーク値と、(1)項で測定した基本周波

数での放射パターンピーク値との差を当該周波数でのスプリアスレベルとみなし、規格値を超
えた場合に、周波数、レベルを記録する。
（６）結果の表示
スプリアスの振幅値が最大の１波を、dBc として表示する
（７）補足説明
2.1 項の測定方法は、スプリアス放射レベルを直接測定するため、もっとも確実かつ信頼でき
る方法であるが、測定に際しては下記に留意する必要がある。
① スプリアス周波数での放射パターンを広範囲な空間内で細かく測定する必要があり、膨大な
時間と労力を必要とするため、自動測定系を構築する等現実的な測定系を準備する必要があ
る。
② スプリアス放射のレベルが低い場合等においても、有意なダイナミックレンジでの測定が可
能な測定器が必要である。
③ 測定する全周波数に対応する受信アンテナを用意する必要がある。または事前に受信アンテ
ナを含めた周波数特性を測定しておき、測定した受信レベルを校正する必要がある。
（８）本測定方法の適用限界
以下のような場合に対しては、本測定方法の適用は現実的でなく、2.2～2.4 項の方法が適当
である。
① 大きな開口を有するアクティブフェーズドアレイアンテナで、放射パターンを測定するため
の電波暗室の確保が困難である場合。
② スプリアス周波数においてグレーティングローブが発生し、指向性の強いビームがメインビ
ーム以外に発生する素子間隔、すなわち、(d/λ)*(1/K)>=1 となる場合。 ここで、
d ：素子間隔
λ：スプリアス周波数での波長
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K ：素子配列による係数（四角配列のとき K=1、三角配列のとき K=2/√3）
２．２ 簡易電波暗箱を使用した測定
（１）測定環境
別紙１又は別紙２に準じる。
（２）測定系統図
ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾎｰﾝ

スペクトラム
アナライザ

簡易電波暗箱
搬送波抑圧
フィルタ

受験機器

無変調信号

（３）測定器の条件等
別紙１又は別紙２に準じる。
（４）受験機器の状態
別紙１又は別紙２に準じる。
（５）測定操作手順
① アンテナ開口部を覆うように簡易電波暗箱（箱状構造体内部に電波吸収体を貼った暗箱）を
設置する。 暗箱のアンテナに対向する面には、アンテナからの放射電力をピックアップでき
る素子アンテナまたはホーンを設ける。
② 受験機器から基本周波数を 2.2 項(d)で規定する状態で送信し、ピックアップホーンで受信
した基本周波数振幅値をスペクトラムアナライザにて測定し、記録する。
③

スペクトラムアナライザによりスプリアスを探索する。

スペクトラムアナライザの設定

は、別紙１又は別紙２ 3.(2)項に準じる。
④ 探索した各スプリアス周波数において、スプリアス振幅値を求める。 スペクトラムアナラ
イザの設定は、別紙１又は別紙２ 3.(3)項に準じる。
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⑤

④項で取得したスプリアス周波数での振幅値と、(2)項で測定した基本周波数での振幅値と

を比較し、規格値を超えた場合、周波数、レベルを記録する。
（６）結果の表示
スプリアスの振幅値が最大の１波を、dBc として表示する
（７）補足説明
2.2 項の測定方法は、比較的簡易に測定可能、かつスプリアス放射のレベルが低い場合等にも、
有意なダイナミックレンジでの測定が可能となる利点があるが、測定に際しては下記に留意する
必要がある。
・ 測定する全周波数に対応するピックアップホーンを用意する必要がある。 または事前にピ
ックアップホーンを含めた簡易電波暗箱の周波数特性を測定しておき、測定した受信レベルを
校正する必要がある。
（８）本測定方法の適用限界
開口面積が大きいアンテナの場合は、電波暗箱の使用は現実的ではないため、以下の代替方法
を用いて動作している素子毎に測定するか、または 2.3～2.4 項の方法によることが適当である。
（代替方法）
開口面積が大きいアンテナに対する代替方法として、送信機モジュールを部分的に１台または数
台ずつ動作させることができる場合には、動作している素子アンテナの前に電波吸収体及び計測用
アンテナを設置して測定。
アンテナパネル３

アンテナパネル４

電波吸収体
TRM1台相当(12素子)の
放射面を覆う

放射信号計測用
アンテナ（プローブ）

電波吸収体
（動作させる素子アンテ
ナの放射面周辺を覆う）

この列(TR10)の素子から放
射する場合

この列の素子アンテ
ナから放射する場合

吸収体支持台
(作業台車など)

300 mm

TRモジュール健全性確認セットアップ(放射測定)概念図
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２．３ 送信機モジュール単体のスプリアス測定値からの算出
（１）測定環境
別紙１又は別紙２に準じる。
（２）測定系統図
スペクトラム
アナライザ
又は
パワーメータ

１ﾓｼﾞｭｰﾙずつのｽﾌﾟﾘｱｽ出力
受験機器

スプリアスレベル
の算出
無変調信号

（３）測定器の条件等
別紙１又は別紙２に準じる。
（４）受験機器の状態
別紙１又は別紙２に準じる。
（５）測定操作手順
①

アクティブフェーズドアレーアンテナを構成する各送信機モジュール出力のスプリアスを

測定する。測定方法は、別紙１又は別紙２に準じる。
②

動作周波数および(1)項で探索されたスプリアス周波数でのアクティブフェーズドアレーア

ンテナの利得を算出する。算出にあたり、スプリアス周波数でのアンテナ効率を求めることが
困難な場合には、最悪ケースとして、動作周波数での効率の最大値がスプリアス周波数でも保
たれると仮定する。
③ スプリアス周波数でのアンテナ入力反射係数(Γ)の実測値がある場合は、反射損失によるス
プリアス抑圧効果を加味する。具体的には、L=-10*log(1-Γ^2)[dB]を、(2)項で求めたアンテ
ナ利得に加算する。
④ ①～③項の結果により、最大スプリアス放射レベルを算出する。
⑤ 算出したスプリアスの振幅最大値が規格値を超えた場合、スプリアス周波数を求め測定値と
する。
（６）結果の表示
算出したスプリアスの振幅最大値の１波を、dBc として記録する
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（７）補足説明
2.3 項の測定方法は、もっとも簡易な方法であるが、測定に際しては、下記に留意する必要が
ある。
①

動作周波数でのアンテナ効率の最大値がスプリアス周波数でも保たれると仮定した場合に

は、実際との誤差が大きいため、実際より大きなスプリアス量が測定される。この場合は、電
磁界数値解析により、スプリアス領域でのアンテナ効率を精度良く求めることにより実際のス
プリアス量を計算する。
② 素子数が多いアンテナでは、測定に時間を要するため、自動測定系を構築する等現実的な測
定系を準備する必要がある。
２．４ 終段電力増幅器の前でのスプリアス測定
（１）測定環境
別紙１又は別紙２に準じる。
（２）測定系統図
アンテナ

受験機器
(前段励振増幅器まで)

カップラー
又はＵリンク

送信ﾓｼﾞｭｰﾙ*

アンテナ素子

送信ﾓｼﾞｭｰﾙ*

アンテナ素子

送信ﾓｼﾞｭｰﾙ*

アンテナ素子

分岐部

搬送波抑圧
フィルタ
スペクトラム
アナライザ

（３）測定器の条件等
別紙１又は別紙２に準じる。ただし、(4)測定範囲については、アンテナに含まれる分岐部、
送信モジュール等の周波数特性から判断して規格値以上減衰する周波数領域は省略可能とする。
（４）受験機器の状態
別紙 1 又は別紙２に準じる。ただし、アンテナに一部受験機器が含まれているため、アンテナ
と一体化された機器の特性に関しては解析にて補完するものとする。
（５）測定操作手順
別紙 1 又は別紙２に準じるが、以下の点が異なる。
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① 総合平均電力 P は送信モジュールの個々の試験結果からの位相合成値を解析にて求める。し
かし、本スプリアス測定では、励振増幅器の出力レベルを基準とするため、スプリアス制限値
（上記 P に基づく制限値）の相対レベル差を基準に計測する。
② アンテナと一体となった送信モジュールで発生するスプリアスは、機器単体で測定しておき
解析にて補完する。
（６）結果の表示
スプリアスの振幅値が最大の１波を、dBc として表示する。具体的には、以下の通りである。
① 2.3 項までの測定結果（相対レベル差）、及び送信モジュール単体のスプリアス測定結果（相
対レベル差）の共通スプリアス成分については、総合平均電力に加算してスプリアスレベル絶
対値として算出する。
② 送信モジュール単体のスプリアス測定結果の内、機器固有のスプリアスに対しては、位相合
成されないため、送信モジュール単体の送信レベルに加算してスプリアスレベル絶対値として
算出する。
③ 上記により求まるスプリアスレベルの中で最大のものを表示する。
（７）補足説明
アンテナ入力端で測定するスプリアス測定方法に関して、アンテナと送信機の一部が分離でき
ない構造のため、上記の特例処置を提案しているが、その妥当性を以下に示す。
① 各アンテナ素子毎に送信モジュールが一体となっているため、総合平均電力 P の直接測定も
困難である。アンテナからの放射電力から逆算する方法と、各機器の測定結果を位相合成で解
析にて算出する方法の 2 案が考えられるが、後者（単体測定結果を用いて解析で算出）の方が
測定環境に左右されず信憑性が高い。
② 送信モジュールや分岐部はシンプルな構成であり、スプリアス発生要素が特定できる。共通
的なスプリアス成分（高調波成分や共通電源で発生するスイッチング周波数等が該当）は位相
合成されて出力されるが、機器固有のスプリアスについては位相合成されないため、そのまま
出力されると考えるのが妥当である。
③ 希望波以外の周波数成分に関しては、希望波の様な理想的な位相合成にならないため、実際
に電波放射されるスプリアスとしては、上記解析手法の結果を超えて放射することはありえな
い。
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(4)

マルチキャリアシステムにおける簡略化した測定方法の例
マルチキャリアシステムにおける簡略化した測定方法の例 （例１）

１ 対象となる設備・条件
マルチチャネル／マルチキャリアの送信機において、同時送信マルチチャネル数／マルチキ
ャリア数が５０波以上の場合の相互変調積によるスプリアスの簡易測定方法を規定する。相互
変調積以外によるスプリアスは、シングルキャリアの測定方法に準拠することとする。
（スプリアスは、①寄生発射等の入力信号に無関係な物、②高調波等の入力信号に関係する物、
③相互変調積の３種類に分類でき、マルチチャネル／マルチキャリア独自の課題は③のみとい
う考えに基づく。）
２ 測定環境
別紙１及び別紙２に準じる。
３ 測定系統図
別紙１及び別紙２に準じる。
４ 測定器の条件等
ＮＰＲ（Noise Power Ratio:雑音対電力比）が測定可能な条件とする。
５ 受験機器の状態
（１）原則、受験機器を最大運用状態（対象設備が運用上想定される最大動作点であり、総合
平均電力Ｐを出力する状態）に設定可能な信号を入力して測定を行う。
６ 操作手順
（１）総合平均電力Ｐは表５のとおりとする。
（２）ＮＰＲの測定を実施する。
７ 結果の表示
測定結果をｄＢで表示する。
８ 捕捉説明
（１）測定結果が１４ｄＢ 以上であれば、相互変調積によるスプリアスは評価判定値を満足
していることとする。
（２）本測定結果は、相互変調積によるスプリアスの測定結果であり、これ以外のスプリアス
の測定結果と合わせて判定する必要がある。
【参考文献】
［1］電子情報通信学会総合大会 B-3-16、2003
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［2］信学技報 SAT-2002-82
マルチキャリアシステムにおける簡略化した測定方法の例 （例２）
１ 対象となる設備・条件
マルチチャネル／マルチキャリアの送信機において、同時送信マルチチャネル数／マルチキ
ャリア数が５０波以上の場合の相互変調積によるスプリアスの簡易測定方法を規定する。相互
変調積以外によるスプリアスは、シングルキャリアの測定方法に準拠することとする。
（スプリアスは、①寄生発射等の入力信号に無関係な物、②高調波等の入力信号に関係する物、
③相互変調積の３種類に分類でき、マルチチャネル／マルチキャリア独自の課題は③のみとい
う考えに基づく。）
２ 測定環境
別紙１及び別紙２に準じる。
３ 測定系統図
別紙１及び別紙２に準じる。
４ 測定器の条件等
別紙１及び別紙２に準じる。
５ 受験機器の状態
(ア)スプリアスの測定は、原則、受験機器を最大運用状態（対象設備が運用上想定される最
大動作点であり、総合平均電力Ｐを出力する状態）に設定し測定を行う。
(イ)チャネル数／キャリア数、帯域幅、周波数配置など運用方法が不定な場合は以下の測定
条件を原則とする。
① ５０波以上の任意の数の被測定信号をシンセサイザで生成し、その場合の出力電力
の総和が総合平均電力Ｐと等しくなる入力条件を設定する。
② 全ての被測定信号は最も狭帯域の変調信号と同等以下の変調波を用いる。変調方式
は特に指定しない。（無変調信号による測定の場合には初期位相の違いにより測定
結果が大きくばらつくことを防止するため）
③ 全ての被測定信号の周波数間隔は等間隔とし、全ての被測定信号の占める帯域幅を
ＢN と一致させる。
６ 操作手順
(ウ)総合平均電力Ｐは表５のとおりとする。
(エ)スペクトラムアナライザの設定は、別紙１及び別紙２の「３．（３）スプリアス振幅測
定時のスペクトラムアナライザの設定」に準拠する。
(オ)測定は、スプリアス領域の最も内側（2 箇所ある）の４ｋＨｚの値のうち大きい方を測
定値とする。
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７ 結果の表示
本測定方法は、２ｄＢ程度の誤差を含むので、測定値に２ｄＢを加えてｄＢｃで表示する。
８ 捕捉説明
(カ) 本測定結果は、相互変調積によるスプリアスの測定結果であり、これ以外のスプリア
スの測定結果と合わせて判定する必要がある。
(キ)また、本測定方法は、相互変調積だけの測定方法の記載であるが、「５．受験機器の状
態」を別紙１及び別紙２で再現することによりスプリアス全てを一括で測定することも
可能である。
【参考文献】
［1］電子情報通信学会総合大会 B-3-16、2003
［2］信学技報 SAT-2002-82

マルチキャリアシステムにおける簡略化した測定方法の例 （例３）
１ 対象となる設備・条件
マルチキャリアシステムの送信機において、キャリア数、帯域幅、周波数配置など運用方法
が不定（多様）であり、かつ 1 台の変調器では最大電力・最大周波数帯幅を持つ変調波を出力
できない場合、またはベンドパイプ衛星のように変調器を搭載しないシステムの場合等に適用
できる。
２ 測定環境
別紙１及び別紙２に準じる。
３ 測定系統図
別紙１及び別紙２に準じる。
４ 測定器の条件等
別紙１及び別紙２に準じる。
５ 受験機器の状態
最大運用状態において同時送出する複数変調波の合計電力を 2 等分した変調波 2 波を、周波
数帯域の最下限および最上限に同時に送出したときのスプリアスを測定し、2 波合計電力に対
するスプリアス電力の比をもって測定値とする。
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同時送出する変調波電力合
計の 1/2 の電力の変調波

周波数帯域
（注１）システム構成上、2 波運用がないか、または 2 台の変調器では最大運用状態に相当す
る電力を出せない場合には、同時送出する複数変調波の合計電力を N 等分した変調波 N
波を、周波数帯域内に等間隔で同時に送出したときのスプリアスを測定する。
（N=3,4,5,・・・で、実運用を考慮した、極力小さい値とする。）

・・・

同時送出する変調波電力
合計の 1/N の電力の変調波
を、周波数帯域内に等間隔
で並べる

周波数帯域
（注２）ベンドパイプ衛星のように変調器を搭載しないシステムの場合には、最大運用状態に
おいて同時送出する複数変調波の合計電力を 2 等分した無変調波 2 波を、周波数帯域の
最下限および最上限に同時に送出したときのスプリアスを測定する。 （ただし、初期
位相の違いにより測定結果が大きくばらつく場合には、変調信号と同等以下の変調波を
用いる等しなければならない。）
同時送出する変調波電力合
計の 1/2 の電力の無変調波

周波数帯域
なお、上記方法で測定する場合、帯域外領域とスプリアス領域との境界に立つ５次のＩＭ
によるスプリアスについては、スプリアス規定の対象外とする。これは、実運用時（変調時）
においては、キャリア電力は周波数帯域の内側に有限の帯域をもって分布するため、本スプ
リアスもまた、帯域外領域内にのみ電力分布するためである。
また、無変調波での測定において、スプリアス振幅値が規格値以下となった場合には、こ
の値をスプリアス測定値として可である。スプリアス振幅値が規格値を超えた場合には、被
測定スプリアスが変調をかけた場合に拡散する幅に応じて 4kHz 当りに換算する。
(例、被測定スプリアス波が変調波と同じ拡散係数の場合）
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換算式：スプリアスの値 ＝ （測定レベル/Rb）×4kHz
Rb：変調時の拡散係数
(例、被測定スプリアス波の拡散係数が変調波と異なる場合)
換算式：スプリアスの値 ＝ （測定レベル/Rs）×4kHz
Rs：スプリアスの拡散係数
・スプリアスの拡散係数 Rs は、たとえば第二高調波の場合はキャリアの拡散係数
の 2 倍となる（Rs=２×Rb）。また(2f1-f2)の相互変調積（IM）のように 2 波の合
成になる場合には、Rs=

(2Rb1 )2 + (Rb2 )2 になる。

被測定スプリアス波が変調によって拡散するかどうかは、スプリアスが周波数変換器、
増幅器等で発生する場合には、対象となっている被測定キャリアのIF入力（変調器出力）
をOFFしてみて、そのスプリアスもなくなれば、変調により拡散することを意味する。キ
ャリアの何倍に拡散するかは、無変調のIF入力を±Δfの範囲で動かしたとき、スプリア
ス波が±ｎｘΔｆの範囲で動けば、ｎ倍に拡散することを意味する。一方、スプリアスが
変調器自体で発生する場合には、本方法は適用できず、別に変調器単体で測定する必要が
ある。
相互変調積（IM）の場合は、関係する各キャリア１つ１つに対して同様の測定を行い、
各キャリアに対する拡散の次数の２乗和の平方根で全体の拡散の次数を求めることが出
来る。
６ 測定操作手順
別紙１及び別紙２に準じる。
７ 結果の表示
別紙１及び別紙２に準じる。
（参考）本測定方法の根拠

スプリアスは、その成因により、以下の 3 通りに分類できる。
(1) キャリアに依存しないスプリアス
(2) キャリアに依存するスプリアス（IM を除く）

(3) IM
(1) のスプリアスは、入力信号には依存しないため、測定方法によらず結果は同一とな
る。
(2) のスプリアスは、基本波のｎ次の高調波成分を含み、そのレベルは基本波に対し１：

ｎの比で増加するため、基本波が最大レベルのときにスプリアスは最大となる。 本測定
方法では、合計電力が最大運用状態と等しいため、最悪条件での測定が可能である。
(3) のスプリアスについては、以下の通り。

簡単化のため、まず無変調 2 波による IM の場合について説明する。
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定格電力を等分配した 2 波をＢN の両端に立てる場合、帯域外領域とスプリアス領域
との境界に 5 次の IM が出力される。

2 波の間隔がＢN 帯域内で上記よりも狭い場合に

は、5 次の IM は帯域外領域内となるので、7 次以上の IM がスプリアス規制対象となる。
よって、より低次の IM を含めて測定可能な本測定方法により、最悪条件での測定が可能
である。

3 波による IM の場合は、定格電力を等分配した 3 波を BN の両端と中央に立てること
により、帯域外領域とスプリアス領域との境界に 5 次の IM が出力される。

一般に 3

波以上の IM の場合は、複数 IM の重畳によるレベル増を考慮必要であるが、帯域外領域
とスプリアス領域との境界に立つ 5 次 IM は、BN の両端の 2 波でしか生成されないので
重畳を考慮する必要はなく、入力 1 波あたり電力が定格電力の 1/2→1/3 に低下する分、
定格電力に対する相対レベルは 2 波 IM の場合より約 1.8dB 低下する。 4 波以上の場合
についても同様であり、2 波による測定で、最悪条件がカバーできる。
なお、無変調波の場合は、変調波の場合と比較して、拡散によるレベル低減が見込め
ない分レベルが高く観測されるので、変調器がない場合の試験方法として妥当である。
定格電力の1/2づつ

３次

３次

５次
７次

Bn
スプリアス領域

2.5Bn
定格電力の1/3づつ

３次
５次
７次

Bn
2.5Bn
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スプリアス領域

参考文献１
社団法人 電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
TECHNICAL REPORT OF IEICE

マルチキャリア送信系における
相互変調歪積スプリアスの評価に関する一考察
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あらまし 現在 ITU でスプリアスに関する議論が進められており，その中には相互変調歪積に関する議論も含まれて
いる．マルチキャリア送信系において，通過帯域内で発生する相互変調歪積は，通信性能に直接影響を与えるため
重要な評価項目とされてきているが，帯域外で発生する相互変調歪積は送信装置の動作条件(キャリア数，キャリア
密度，動作レベル等)に大きく依存するため，実運用時と等価な条件下での評価が必要となる．一方，通信衛星等に
おいては，導入試験段階で実運用を模擬した動作条件を整えるのは困難な場合が多く，現実的でない側面を有して
いる．
本稿では，スプリアス議論の対象となる通過帯域外に発生する相互変調歪積に関して，対象送信装置の各種動作
条件との相関を，実験に基づいた定量的評価により明らかにする．また本評価を通して，マルチキャリア送信系に
おけるパラメータ（平均電力，必要帯域幅）の適当な考え方，及び送信装置に適用されている一般的評価項目(NPR)
を用いた，スプリアスとしての相互変調歪積の評価について考察する．
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スプリアス，相互変調歪積，マルチキャリア送信系， NPR

A Study of Evaluations of Intermodulation products
Behaving As Spurs in Multi-Carrier Transmission Systems
Hanae WATANABE, Kenji FURUKAWA and Kohji HORIKAWA
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3-5 Hikarinooka, Yokosuka-shi, Kanagawa, 239-8536 Japan
E-mail: hanae@wsp.yrp.nttdocomo.co.jp
Abstract Regulations as for the spurs have been discussed at the ITU (International Telecommunication
Union) and a subject of the intermodulation (IM) products is surely included in its discussions. In
multi-carrier transmission systems, although the in-band IM products have been significantly investigated
and evaluated, the accurate evaluation of the IM products outside the pass-band necessitates the equivalent
conditions to the actual operations because the IM products deeply depend on the operating conditions of the
concerned radio equipment. On the other hand, in case of communication satellites, it is difficult and is not a
practical way to prepare the operating conditions that simulate the actual operations at the testing time
flame of equipment.
In this paper, a correlation between the IM products outside the pass-band, which have been discussed, and
the operating conditions of the concerned radio equipment is clearly shown by the quantitative evaluations
based on experiments. This paper also discusses a suitable thinking way of parameters (mean power, the
necessary bandwidth) in the multi-career transmission systems, and the evaluations of the IM products that
behave as the spurs outside the pass-band by using the generally used parameters for the radio equipments,
NPR.
Key words Spurs, Intermodulation products, Multi-Carrier Transmission Systems, NPR
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1. Introduction

Regulations as for the spurs have been discussed at
the ITU (International Telecommunication Union),
and a subject of the intermodulation (IM) products
are surely included in its discussions. Based on
those discussions, some recommendations regarding
the spurs have been revised or approved at the ITU
meeting [1], [2] and some regulations regarding
maximum permitted spurious emission power levels
in the Radio Regulations (RR) were revised at the
WRC-2000 (World Rediocommunication Conference
2000) [3].
In multi-carrier transmission systems, such as mobile
satellite communication systems, the in-band IM
products have been significantly investigated and
evaluated since they directly affect on the
transmission performance as interference. The IM
products in multi-career transmission systems
generally fade out along with the outside of the
pass-band. However, the accurate evaluation of the
IM products outside the pass-band necessitates the
equivalent conditions to the actual operations
because the IM products deeply depend on the
operating conditions of the concerned radio
equipment, the number of careers, career density,
operational level of equipment, etc. On the other
hand, in case of communication satellites, it is
difficult and is not a practical way to prepare the
operating conditions that simulate the actual
operations at the testing time flame of equipment.
Therefore, a simple and effective measurement
method that enables to investigate and evaluate the
IM products behaving as the spurs briefly is desired.
In this paper, a correlation between the IM products
outside the pass-band, which have been discussed,
and the operating conditions of the concerned radio
equipment is clearly shown by the quantitative
evaluations based on experiments. First, the
summary of spurious regulations is described. And
then a measurement method of the IM products
outside the pass-band for the multi-carrier
transmission systems are shown and IM products
characteristics are evaluated based on the
experimental results.
Spurious Domain

This paper also discusses a suitable thinking way of
parameters (mean power, the necessary bandwidth)
in the multi-career transmission systems, and the
evaluations of the IM products that behave as the
spurs outside the pass-band by using the generally
used parameters for the radio equipments, Noise
Power Ratio (NPR).

2. Summary of Revised Spurious Regulations

In this section, the summary of the recent revision
regarding the spurs that has been discussed in the
ITU and a few considerable parameters for radio
equipments in the multi-carrier transmission systems
are described.

2.1 Definitions of Spurious Emissions
Figure 1 shows the concept of spurious emissions
defined in previous and revised recommendations.
Unwanted emissions have consisted of spurious
emissions and out-of-band emissions, and spurious
emissions have included harmonic emissions,
parasitic emissions, intermodulation products, and
frequency conversion products, but have excluded
out-of-band emissions. However, it has been some
inconsistency existing between the definitions of the
term spurious emissions and out-of-band emissions.
Therefore, the new terms “spurious domain” and
“out-of-band domain” have been introduced in the
revised recommendations. The spurious domain and
the out-of-band domain are generally separated from
the center frequency of the emission by +/- 250% of
the necessary bandwidth of the emission.

2.2 Maximum Permitted Spurious Emission Power
Levels
Maximum permitted spurious emission power levels
are regulated in Appendix 3 (AP3) of the RR. Table.1
shows the attenuation values to calculate maximum
permitted spurious emission power levels for space
services. Here, P is mean power in watts supplied to
the antenna transmission line.

Spurious Domain

Spurious Domain

OOB
Domain

OOB
Domain

Spurious Domain
Limit

Limit

f

f
Bn

Bn

Bn*250%

(1) Previous Concept

Bn*250%

(2) Revised Concept

Figure 1: Concept of spurious emissions
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Reference
Bandwidth

Table 1: Attenuation Values Used to Calculate
Maximum Permitted Spurious Emission Power Levels
for Space Services
Service category
Space services
(both earth and
space station)

Asymmetry

Order Inversion

Attenuation values
43+10log(P) or 60 [dBc],
whichever is less stringent

2.3 Correspondences to Regulations
AP3 of the RR indicates the concept of spurious
definition, it does not mention to actual system
examples, and some systems will be defined by the
future
study
results.
Although
ITU-R
recommendations (SM.329, SM.1539) mention some
examples in detail, the recommendations could not
cover all radiocommunication systems.
In the following sections, in order to meet the revised
regulations/recommendations, a simple measurement
method of the IM products behaving as the spurs in
the multi-career transmission systems, is proposed,
and a suitable thinking way of these parameters by
the evaluations based on experiments.

F2

F1

Figure 2: Output spectrum of 2-tone carriers
Waveform Pattern Data

GPIB / LAN

AWG
＋
SG

Equipment

SA

PC

3. Experimental Philosophy

In this section, an experimental philosophy to
evaluate IM products behaving as the spurs in the
multi-carrier transmission systems is described.

Multi-Carrier Spectrum

Figure 3: Test configuration

3.1 2-tone Method Limitation
The 2-tone method has a limitation to evaluate
accurately the multi-carrier systems by the following
three reasons.
Figure 2 shows the output spectrum of 2-tone carriers
after distorted by the nonlinearity of the radio
equipment. In case of 2-tone excitation, all IM
products are generated by the combination of only
two frequency sources, 2F1-F2，3F1-2F2，etc., thus
the multiple-frequency-related IM products which are
dominant in the multi-carrier transmission systems
can not be observed.
The second reason is that an unbalance output
spectrum has often been detected. Figure 2 shows the
IM products levels against the order of non-linearity,
the 7th-order IM products grow than the 5th-order, and
a level difference between upper and lower sideband.
The last one is that it is difficult to translate 2-tone
IM products level to multi-tone IM products one.
Because many higher order IM products are mixed up
and cause the complication under hard non-linear
operational level, it is not easy to find a conversion
factor from 2-tone IM products to multi-tone.
For the above reasons, the multi-tone signals should
be used for the accurate evaluations.

3.2 Test Configuration
Figure 3 shows the test configuration of multi-tone
IM products measurement. Waveform pattern data of

multi-tone signals are yielded on an external PC
source and sent to an arbitrary waveform generator
(AWG) via GP-IB or LAN (Ethernet) interfaces．Both
of the PC and an application software are on the
market. The AWG and a signal generator (SG)
modulate multi-tone signals from the waveform
pattern data, and input the modulated signals to the
radio equipment as DUT. The output spectrum from
the equipment is measured through a spectrum
analyzer (SA).
Multi-carrier output spectrum has a good
symmetrical shape, and each carrier power is stable.
And the number of carriers, modulation parameters
(type, signal rate, etc)，and random pattern of initial
phases are easily changed by using the PC software.
Moreover, a SG that has an optional function of the
AWG has appeared on the market recently, so it
becomes
easier
to
prepare
the
multi-tone
experimental environment.

3.3 Reason for Use of Modulated Test carriers
In order to simulate the actual multi-carrier
transmission system, the test signals need to behave
inherently. Therefore, initial phases of multi-tone
carriers shall be randomized on the way of
wave-forming process. Figure 4 shows a pile of the
output spectrum drawing of multi-tone signals on
three cases of different randomized initial phases. It
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also shows the level of each IM products cannot be
averaged out when the use of non-modulated CW
carriers. Thus the averaging process of the results
through the iteration of phase initialization shall be
required to measure the IM products.
Modulated multiple signals, on the other hand, shows
a stable output spectrum as shown in Fig.5, since
each carrier power is diffused on the frequency
domain by the modulation and the phases of
frequency elements are randomized and averaged out
like the actual multi-carrier transmission system.
The modulated multiple carriers are used for the IM
products evaluation and the test conditions are
described on the next section.

pass-band. That is why the IM products on the
adjacent outside frequency slot to the slots including
the 5th-order distortion are evaluated as the
highest-level IM products on the spurious domain in
this experiment.
A carrier spectrum is spread on the carrier frequency
by the modulation. The IM products are yielded by a
pile of distortion products spread on the IM products
frequency slot according to the order of non-linearity
and have a power distribution on the IM products
frequency slot as a result. The IM products power is
detected on the above IM products frequency slot by 4
[kHz] bandwidth.

4. Experimental Results and Evaluations

In this section, Experimental results of the IM
products level based on the above mentioned
measuring method and the evaluations are described.
The π/4-shift QPSK modulation scheme, which is
well used for the mobile satellite communication
systems, is applied for the test signals to an amplifier
based radio equipment under appropriate non-linear
operation.

4.1 Dependence of the Number of Test Carriers
Figure 6 shows the D/U [dB] ratio to the number of
multiple test carriers that are assigned on the same
frequency separation as the actual systems. “D” is the
power of desired signals and “U” is the power of
undesired IM products. The test results show a
tendency to converge a certain value with
perturbation. It is supposed that growing the number
of carriers, the non-linear distortion products are
averaged out and are getting closer to noise loading
behavior.
Over a couple of tens carriers, the D/U ratio goes
within a deviation of about +/- 1 [dB]. The actual
mobile satellite communication systems usually use
the large number of carriers more than hundreds and
the IM products on the spurious domain can be
evaluated by using a couple of tens carriers under the
consideration of a margin of error. Regarding the
small number of carriers, it is supposed that the
evaluation while simulating the frequency allocation
of the concerned system will be required.

Figure 4: Output spectrum of multi-tone signals
(Three cases of different randomized initial phases)

4.2 Case Study of Guard-band among Carriers
Figure 5: Output spectrum of modulated multiple signals
(one case)

3.4 Measurement Frequency and Bandwidth
In the multi-carrier transmission systems, the
5th-order IM products do not fall into the spurious
domain, outside from the center frequency by +/250% of the necessary bandwidth. The IM products of
the 7th-order or higher-order are generated on the
spurious domain. The level of the IM products
generally fades out along with the outside of the

To simulate the satellite system that has some
transmission bands with guard bands through only
one transponder, the IM products by 64 carriers
were measured against the different carrier spacing.
The detected IM products frequency slot is the
adjacent outside frequency slot to the slots including
the 5th-order distortion, as well as the definition in
section 3.4. This corresponds to the condition that all
the carriers and the guard bands are handled in the
necessary bandwidth. The test results show no
significant dependence of carrier spacing as shown
in Fig. 7.
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Figure 6: D/U to the number of carriers (Class-AB)
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Figure ８: D/U to the number of carriers (Class-A)
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5.1 Mean Power

85

As the curves in Fig. 6 show, under the supposed
conditions on the existing mobile satellite
communication systems, 60 [dBc]/4 [kHz] cannot be
satisfied if mean power is assumed to be each carrier
power. It is appropriate to define the operational
output power of the transponder as mean power.

80
75
70

D: operational power
D: each carrier power

65

5.2 Necessary Bandwidth
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The frequency range of the IM products depends on
the frequency range of multiple carriers assigned to
one transponder. As mentioned in section 4.2, Figure
7 shows no significant dependence of carrier spacing.
It is appropriate to say that the necessary bandwidth
shall be applied to the frequency range used for one
transponder even if including the guard band.
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D: each carrier power

70
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Figure 7: D/U to the Carrier Spacing (Class-AB)

5.3 IM products Evaluation by Using NPR

4.3 Confirmation of Evaluation Generality
Class-A amplifiers are often utilized to the
multi-carrier transmission systems from the
viewpoint of linearity requirement. Especially for the
satellite transponder, class-AB amplifiers are usually
used to reduce the power consumption while
remaining some operation linearity.
The above mentioned IM products characteristics in
Fig. 6 are based on the class-AB performance. The IM
products characteristics through the class-A amplifier
were also tested and the results are shown in Fig. 8.
Both of the test results show the very similar
characteristics to the same number of carriers.

5. Discussions

In this section, through the above evaluation results,
a suitable thinking way of parameters (mean power,
the necessary bandwidth) in the multi-carrier
transmission systems is described. Moreover, it is
discussed that the IM products that behave as the
spurs are evaluated by using the generally used
parameter for radio equipment, NPR.

In the multi-carrier transmission systems, the
parameter of the NPR has been used to evaluate the
linearity in the pass-band. It will be greatly helpful to
clarify the quantitative relationship between the NPR
and the IM products on the spurious domain.
The NPR was measured as shown in Fig. 9. The noise
power that is the IM products power is detected on
the frequency slot of the only one rejected carrier at
the center frequency. This test carrier is realized by
the test equipment described in section 3.2 and the
in-band linearity evaluation can be achieved more
accurately than the conventional noise loading
method.
Figure 10 shows the IM products characteristics
against the NPR over the range which is anticipated
in the usual mobile satellite communication systems.
According to the thinking way of mean power in
section 5.1, the IM products characteristics meet the
requirement of 60 [dBc] over the above range.
This concludes it is possible to evaluate the IM
products on the spurious domain through only the
NPR evaluation over an appropriate NPR range.
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6. Conclusion

This paper described an IM products measurement
method for multi-carrier transmission systems, and
the evaluation of the IM products. From the
experimental results, it is clearly shown that the IM
products on the spurious domain of the actual
systems handling the large number of carriers can be
evaluated through the measurement by a couple of
tens carriers.
This paper also discussed a suitable thinking way
of mean power and the necessary bandwidth in the
multi-career
transmission
systems
and
the
evaluations of the IM products that behave as the
spurs on the spurious domain by using the NPR for
the radio equipments. The experimental results show
the correlation of the IM products and the NPR, and
it is concluded that the concerned IM products can be
predicted by measuring the NPR.
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許容値
適用

A２

B

A３

Ａ２の250%

A２/2

f1

C
B

A２/2

f2

図は占有周波数帯幅がノーマル帯幅の場合

A１

C

図は占有周波数帯幅が可変の場合

許容値の適用範囲

前提

Ａ2の250%

別図１

許容値
適用

注：BN=A２となる。

・一番占有周波数帯幅の広いキャリアの占有周波数
帯幅（ここではＡ２）をＢNとする。
・Ｃの範囲内で当該キャリアを一番低い周波数に立
てた時のキャリアの中心周波数（f1）からＡ２の
－250%離れた外側、及び一番高い周波数に立てた 時の
キャリアの中心周波周（f2）からＡ２の＋250%
(勧告
SM.1539のノーマル帯幅の場合)離れた外側 から許容値
を適用。

注：Cはassigned bandwidthに対応する。

占有周波数帯幅が一定、又は異なるキャリア１波（左図ではＡ
１、Ａ２及びＡ３）を、Ｂの帯域の任意の場所で発射可能なシス
テムが、免許でＢの一部帯域（Ｃ）でのみ発射が可能となってい
る場合。

シングルキャリア（キャリアの位置が可変、かつキャリアの占有周波数帯域幅が一定、または可変の場合）

非ベントパイプ型中継無線設備を有する衛星のスプリアス許容値の適用例
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A１

許容値適用

B

A３

Ｃの250%

A１

C/2

A２

C
B

A３

Ｃの250%

図は占有周波数帯幅がノーマル帯幅の場合

A２

C

図は占有周波数帯幅が可変の場合

許容値の適用範囲

前提

許容値適用

注：Ｃ＜Ｂであるため、BN=Cとなるが、Ｃは
キャリアの占有周波数帯幅に依存しない。

ＣがＢNとなり、Ｃの中心から、±Ｃの250% (勧告SM.1539の
ノーマル帯幅の場合)離れたところから許容値を適用。

注：Cはすべてのキャリアの占有周波数帯幅を含む範囲

占有周波数帯幅が一定、又は異なる複数のキャリア（左図では
Ａ１、Ａ２、Ａ３）を発射可能な送信機が、免許によってＢの一部
帯域（Ｃ）でのみ発射が可能となっている場合。

マルチキャリア（Ｃが１つの場合で、かつキャリアの占有周波数帯域幅が一定、又は可変の場合）
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A

C

B

C’

許容値適用

C

ＢNの250%

C

B

Bn

C
ＢNの250%

図は占有周波数帯幅がノーマル帯幅の場合

許容値の適用範囲の要望

前提

許容値適用

・特段の理由がない場合は、各Cをそれぞれ独立したＣと見なし、ス プリ
アスの許容値の適用範囲を求める。

・スプリアス許容値の適用範囲は、マルチキャリアにおいて一つのＣ が
存在する場合と同様。

・キャリアの存在しない帯域を他の免許人が使用、もしくはガード・ バン
ドとして確保する等、やむを得ない理由が在る場合は、Ｃの間 にキャリア
が存在するものと見なし、全てのＣを含む帯域をBnとする。

送信機の帯域Ｂの中で、複数のキャリア（占有周波数帯幅：Ａ）が発射可能な帯域
Ｃ(assigned bandwidth)が複数存在し、かつその間にキャリアの存在しない帯域Ｃ’
’
が在る場合。

マルチキャリア（複数のCが存在し、その間にキャリアが存在しない帯域がある場合）
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許容値
適用

ａ

送信機Ａ

適用範囲外

Ｃ１の250%

Ｃ１

Ｃ

Ｃ３の250%

送信機Ｃ

C3/2

Ｃ３

送信機Ｃ

Ｃ３

送信機Ｃ

Ｃ２の250%

送信機Ｂ

C2/2

Ｃ２

送信機Ｂ

Ｃ２

送信機Ｂ

Ｃ１の250%

Ｃ２の250%

送信機Ａ

Ｃ１

送信機Ａ

C1/2

ａ

許容値の適用範囲

前提

適用範囲外

Ｃ３の250%

ｂ

許容値
適用

このため、結果として左図の場合は、低い周波数帯において
はＣ１の中心から－250%、高い周波数帯においてはＣ３の中心か
ら＋250%より外側がスプリアス許容値の適用範囲となる。

このため、Ｃ１、Ｃ２及びＣ３の中心から±250%より外側がスプリア
スの適用範囲となるが、Ｃ１、Ｃ２及びＣ３の±250%より内側と重複
している部分は、スプリアスの適用範囲外（左図では太線の部分）
となる。

左図の例では、全ての送信機がマルチキャリアであることを想定し
ているが、その場合、送信機Ａ、Ｂ及びＣのそれぞれのＢｎはＣ１、Ｃ
２及びＣ３となる。

左図の例では、 assigned bandwidthを送信機ＡについてはＣ１
で、送信機ＢについてはＣ２で、送信機ＣについてはＣ３に分割。

まず、送信機毎にＣを分割（左図ではＣ１、Ｃ２及びＣ３）
する。

複数の送信機がある場合に、免許で一部の
帯域（Ｃ）でのみ発射が可能となっている場合

送信機が複数ある場合の適用例
ｂ

- 62 -

免許①

A

C

許容値適用

A

A

BNの250%

C

免許②

Bn
C

免許①

C

免許②

C’

C

A

C

B

Ｂ

BNの250%

免許③

A

免許③

A

許容値適用

・BNの中心から±250離れた所から許容値
を適用。

・キャリアの存在しない帯域を他の免許人
が使用、もしくはガード・バンドとして確保
する等、やむを得ない理由が在る場合は、
Ｃの間 にキャリアが存在するものと見な
し、免許①～③全て含む帯域をBNとする。

･免許①～③を共通増幅する送信機が、送信可
能な帯域Ｂの中に、複数のキャリア（占有周波数
帯幅：Ａ）が発射可能な帯域Ｃ
(assigned bandwidth)が複数存在し、かつその間
にキャリアの存在しない帯域Ｃ’
’が在り、免許①
～③の帯幅が発射可能である場合。
･免許①は非ベントパイプ型、②～③はベントパ
イプ

マルチキャリア（複数のCが存在し、その間にキャリアが存在しない帯域がある場合）

許容値の適用範囲の要望

前提

ベントパイプ型及び非ベントパイプ型の両方の機能をもつ中継器に関するスプリアス許容値の適用例
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許容値適用

Ｃの250%

許容値の適用範囲の要望

前提

A

C

D

C

D

B

B

Ｃの250%

許容値適用

ＣがＢｎとなり、Ｃの中心から、±Ｃの250% (勧告SM.1539の
ノーマル帯幅の場合)離れたところから許容値を適用。

注：Cは指定された帯域幅 Ｄが免許により移動可能
な範囲

送信機の帯幅Ｂの中で、指定された帯域幅 Ｄ
の中に、占有周波数帯幅 Ａの複数のキャリアが発
射可能なシステムが、Ｂの一部帯域 Ｃでのみ発射
が可能となっている場合。

マルチキャリア（Ｃが１つの場合で、かつキャリアの指定帯域幅及び占有周波数帯域幅が一定の場合）
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Ｄ１

許容値適用

Ｃの250%

C

A

Ｄ2

Ｄ１

許容値の適用範囲の要望

前提

Ｄ2

C

B

B

Dn

Ｃの250%

Ｄn
許容値適用

ＣがＢｎとなり、Ｃの中心から、±Ｃの250% (勧告SM.1539の
ノーマル帯幅の場合)離れたところから許容値を適用。

注：Cは指定された帯域幅 Ｄが移動可能な範囲

送信機の帯幅Ｂの中で、指定された帯域幅 Ｄ
の中に、占有周波数帯幅 Ａの複数のキャリアが発
射可能なシステムが、複数波（D1～Dn）存在し、 Ｂ
の一部帯域 Ｃ でのみ発射が可能となっている場合。

マルチキャリア（Ｃが一つの場合で複数波が存在し、かつ各キャリアの占有周波数帯域幅が一定の場合）
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許容値適用

適用例

前提

A２

A３

Ａ２の250%

Ａ２の250%

許容値適用

A２/2

許容値適用

Ａ２の250%

C

Ａ2の250%

図は占有周波数帯幅がノーマル帯幅の場合

A１

Ｃ

Ｂ

図は占有周波数帯幅が可変の場合

許容値適用

一番占有周波数帯幅の広い（又は一定）キャリアの占有
周波数帯幅（ここではＡ２）をＢｎとし、Ｃの両端及び
任意の場所数カ所におけるキャリアの中心周波数から、
Ａ２の±250%(勧告SM.1539のノーマル帯幅の場合)外側か
ら許容値を適用。

注：Cはassigned bandwidthに対応する。

占有周波数帯幅の一定、又は可変のキャリア（左図ではＡ１、
Ａ２及びＡ３）が１つだけＣの免許でのみ発射が可能となって
いる場合。

（シングルキャリアで、キャリアの位置が可変、
かつキャリアの占有周波数帯域幅が一定又は可変の場合）

地球局のスプリアス許容値の適用例

別図２
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A１

B

A３

Ｃの250%

A１

C/2

A２

C
B

A３

Ｃの250%

図は占有周波数帯幅がノーマル帯幅の場合

A２

C

図は占有周波数帯幅が可変の場合

許容値の適用範囲

許容値適用

前提

許容値適用

注：Ｃ＜Ｂであるため、BN=Cとなるが、Ｃは
キャリアの占有周波数帯幅に依存しない。

ＣがＢｎとなり、Ｃの中心から、±Ｃの250% (勧告SM.1539の
ノーマル帯幅の場合)離れたところから許容値を適用。

注：Cはすべてのキャリアの占有周波数帯幅を含む範囲

占有周波数帯幅が一定、又は異なる複数のキャリア（左図では
Ａ１、Ａ２、Ａ３）を発射可能な送信機が、免許によってＢの一部
帯域（Ｃ）でのみ発射が可能となっている場合。

マルチキャリア（Ｃが１つの場合で、かつキャリアの占有周波数帯域幅が一定、又は可変の場合）
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A

C1

許容値適用

B

C1

C2

B

C2

許容値適用

Ｃ1,C2をＢｎとし、各Ｃの中心からＣの±250％ (勧告SM.1539のノーマル
帯幅の場合)外側が許容値の適用範囲

送信機の帯域Ｂの中で、複数のキャリア（占有周波数帯幅：Ａ）が発射可能な帯域
Ｃ(assigned bandwidth)が複数存在し、かつその間にキャリアの存在しない帯域が
在る場合。

Ｃ2の250% Ｃ2の250% 許容値適用

Ｃ1の250% Ｃ1の250% 許容値適用

許容値の適用範囲

前提

マルチキャリア（複数のCが存在し、その間にキャリアが存在しない帯域がある場合）
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許容値
適用

ａ

送信機Ａ

適用範囲外

Ｃ１の250%

Ｃ１

Ｃ

Ｃ３の250%

送信機Ｃ

C3/2

Ｃ３

送信機Ｃ

Ｃ３

送信機Ｃ

Ｃ２の250%

送信機Ｂ

C2/2

Ｃ２

送信機Ｂ

Ｃ２

送信機Ｂ

Ｃ１の250%

Ｃ２の250%

送信機Ａ

Ｃ１

送信機Ａ

C1/2

ａ

許容値の適用範囲

前提

適用範囲外

Ｃ３の250%

ｂ

許容値
適用

このため、結果として左図の場合は、低い周波数帯において
はＣ１の中心から－250%、高い周波数帯においてはＣ３の中心か
ら＋250%より外側がスプリアス許容値の適用範囲となる。

このため、Ｃ１、Ｃ２及びＣ３の中心から±250%より外側がスプリア
スの適用範囲となるが、Ｃ１、Ｃ２及びＣ３の±250% (勧告SM.1539
のノーマル帯幅の場合)より内側と重複している部分は、スプリア
スの適用範囲外（左図では太線の部分）
となる。

左図の例では、全ての送信機がマルチキャリアであることを想定し
ているが、その場合、送信機Ａ、Ｂ及びＣのそれぞれのＢNはＣ１、Ｃ
２及びＣ３となる。

左図の例では、 assigned bandwidthを送信機ＡについてはＣ１
で、送信機ＢについてはＣ２で、送信機ＣについてはＣ３に分割。

まず、トランスポンダ毎にＣを分割（左図ではＣ１、Ｃ２及びＣ３）
する。

複数の送信機がある場合に、免許で一部の
帯域（Ｃ）でのみ発射が可能となっている場合

送信機が複数ある場合の適用例
ｂ

狭帯域信号等に関する必要周波数帯幅（ＢN）の定義について
（１）無変調基準波、狭帯域ＴＴＣの場合
「表５ スプリアス領域の発射制限値の適用」の「必要周波数帯幅（ＢN）」の規定に関し、
狭帯域信号である無変調基準波及び狭帯域ＴＴＣについて「送信機の帯域幅」とすることが
適当となる理由は以下のとおりである。
①出力フィルタの帯域に広がった熱雑音による影響
• 図１－１に無変調基準波出力のスペクトラム例を示す。中継器内で発振源を持ち、基準

波を中継機内で生成している場合でも、送信機が熱雑音出力の大きい TWTA（※１）など
を使っていると、図１のような出力になることが考えられる。
• また、ベントパイプ型中継器において、地球局からパイロット・基準波をアップリンク

して、中継器で周波数変換して地上へ折り返し送信する場合でも、アップリンク受信時
の熱雑音により、送信機フィルタのノイズペデスタルが図 1－１のように現れる。
• 図１－１のような場合、表１の狭帯域の場合の間隔に見合ったフィルタを製作するのが、

比帯域の関係で通過損失が大きくなってしまうなどで困難なときには、熱雑音出力の
4kHz 積分（36dB/Hz アップ）が規定値を越えてしまうことが考えられる。
• 図１－１のような場合でも、表１の狭帯域の間隔よりも帯域は広くなるが、出力フィル

タを可能な限り狭帯域に帯域制限することにより帯域外放射を極力抑えることを条件に、
送信機の帯域幅を無変調基準波及び狭帯域 TTC の帯域幅にするのが適当と考えられる。
※１

Traveling Wave Tube Amplifier = 進行波管増幅器。増幅器素子にマイクロ波真空管の一種

である進行波管をつかった増幅器で、例えば放送衛星搭載用では出力 100～130W クラスのものが
よく使われる。

無変調ビーコン波
Bn（表１の狭帯域の場合となる）

スプリアス領域

表１の間隔

ノイズペデスタル

スプリアス領域

4kHz

図１－１ 無変調基準波出力の例
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RBW が 1kHz
だったら、4kHz
積分は 6dB ア
ップして規定
値を越える

①を克服する為には、
（図１－１の例だとノイズペデスタルの帯域幅が、送信機の出力フィル
タの帯域幅と仮定すると）BN を送信機の出力フィルタの帯域幅として申請する。

Bn（送信機の帯域幅）

送信機の帯域幅

図１－２ 無変調基準波の BN 提案例
②位相雑音による影響
図２－１に無変調基準波出力の位相雑音プロファイルの例を示す。中継器内で発振源を持ち、
基準波を中継器内で生成している場合でも、送信周波数が高い場合やシンセサイザなどを使って
いる場合、原振からの逓倍数が大きくなるので、表１の狭帯域の場合では位相雑音の 4kHz 積分
値が規定値を越えてしまうことが考えられる。

+2.5Bn
送 信 周 波 数 を
12GHz と仮定する

=750kHz
スプリアス領域

とＢｎは 300kHz

4kHz
4kHz 積分は 36dB ア
ップして規定値を越
える

図２ 位相雑音（ＳＳＢ）プロファイル
②を克服する為には、BN を送信機の出力フィルタの帯域幅を申請する。
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+2.5Bn
送信機帯域幅が

=5MHz

2MHz の例

スプリアス領域

図 2-2 位相雑音を考慮した狭帯域変調時の BN 提案例
③ 変調成分高調波による影響（矩形波サブキャリア変調を用いた TTC）
矩形波サブキャリア変調を用いた TTC について、図３に矩形波サブキャリア変調のテレメトリ
送信スペクトラム計算値を示す。

2
2
⎞ （m：変調度[rad0-p],
⎜
⎟
⎝ π ⋅n⋅sin m ⎠

このサブキャリア高調波レベルは、 ⎛

n：次数）と、

キャリアから離れるに従い非常にゆっくりと減衰して行くので、図３に示す例のように 99%占
有周波数帯幅が 540kHz だったにしても、スプリアス領域での変調成分は-41.3dBc と出力電力が
1.5W 以上では 43+10logP を越えてしまう。高い周波数で比帯域の関係上、帯域幅が 2MHz 程度の
出力フィルタを実現できない場合は問題となる。
（n は奇数で、サブキャリア周波数の n 倍に相当
する。n=1 がサブキャリア基本波）
また、SFCG 勧告 21-3R1（※２）においては、サブキャリア周波数に制約があることから、99%
占有周波数帯幅をフィルタが実現できる帯域幅まで広げることが困難な場合がある。
※２

Space Frequency Coordination Group(SFCG)とは、宇宙機関のスペクトラム管理者のグループ（26
つの正会員と７つのオブバーバー会員から構成）であり、宇宙研究業務に関する無線通信スペクトラム
の効率的な利用などに関する勧告を制定している。このうち、勧告21-3R1は、深宇宙を除く宇宙研究業
務の宇宙から地球の回線におけるサブキャリア変調の利用に関するものである。
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矩形波PM変調

変調波レベル [dBc]

0
-10
2 . 5 Bn = 1 3 5 0 kHz

-20
-30
-40

-41.3dBc

Bn = 5 4 0 kHz

-50
-60
-800 -600 -400 -200

0

200 400 600 800 1000 1200 1400
Δf [kHz]

図３ TTC の矩形波変調の例
（図３はサブキャリア周波数=30kHz の例で、n=45 で 2.5BN となっている）
（２）無変調周波数掃引の場合
「表５ スプリアス領域の強度の許容値の適用」の「必要周波数帯幅（ＢN）」の規定に関し、地
球局の無線設備の無変調掃引について、「掃引周波数幅」とする理由は以下のとおりである。
・周波数掃引を行っている場合は、掃引の下限の周波数と上限の周波数の間の周波数帯幅をもつ
周波数変調信号とみなすことができることから、ＢN を掃引周波数幅とする。
図４に TTC 周波数掃引の例を示す。
時間

-fs

+fs
fs は S バンド(2GHz 帯)で±150kHz（最大）
X バンド(7GHz 帯)で±500kHz(最大)
Ka バンド(30GHz 帯)で±1MHz（最大）

＋

周波数

－

図４ ＴＴＣ周波数掃引の例
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４ レーダー無線設備
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度
１

象

機

器

［一次レーダー無線設備］

無線設備概要
中心周波数（指定周波数）、空中線電力(PEP)、必要周波数帯幅、参照周波数帯幅、パルス変調形
式、パルス特性（パルス幅、パルス立ち上がり時間、パルス繰り返し周波数）、空中線回転数、空
中線の水平面の主輻射の角度の幅。

２

測定方式概要
直接法

オープンサイト／電波暗室

本測定方法によること、又はITU-R勧告M.1177（直接法）最新版の内もっとも簡便な測定方法による
こと。直接法データとの比較校正が可能な場合は間接法による測定も可とする。
３

測定系統図

（１）手動制御
測定用アンテナ：

レーダアンテナ

給電するためのパラボラ

（正常に回転）

・
低 損 失RFラ イ ン ；
アンテナと測定システム
入力ポート間は、できる

測 定 シ ス テ ムRFフ ロ ン ト エ ン ド

だけ短くする

Ｒ1又 は Ｒ2

オプションの
バンドパス
フィルタ

オプションのノッチ、
バンドパス、または
その他のフィルタ

フィルタ、高調波周波数
の測定時に、レーダの中心

オプションの
低雑音前置
増 幅 器 （LNA）

可 変RF減 衰 器
（測定システムの利得／雑
音指数の変換が最も効果的
になるように使われる）

周波数の減衰に用いる

セ レｸ テ ィ ブ

Ｒ1

レシーバ

スペクトラム

Ｒ2

アナライザ

（２）自動制御
測定用アンテナ：

レーダアンテナ

給電するためのパラボラ

（正常に回転）

・

この点でノイズダイオード
較正を行う

低 損 失RFラ イ ン ；
アンテナと測定システム

測 定 シ ス テ ムRFフ ロ ン ト エ ン ド

入力ポート間は、できる
だけ短くする

Ｒ

オプションのノッチ、
バンドパス、または
その他のフィルタ

低雑音前置増幅器
フィルタ、高調波周波数
の測定時に、レーダの中心
周波数の減衰に用いる

（LNA）
可 変RF減 衰 器
（コンピュータから

トラッキングバンドパスフィルタ
（ 例 え ば 、YIGフ ィ ル タ ）

のGPIBで の 制 御 ）

YIGト ラ ッ キ ン グ
GPIB

Ｒ

スペクトラム
アナライザ

バス

GPIBバ ス
パーソナル
コンピュータ

固 定RF減 衰 器 、

LNA、 ス ペ ク ト ル

測定システムの利得／雑音

アナライザの雑音

測定システムと

指数の最適調整に用いる

指数改善に用いる

データ記録の制御
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上記系統図は最良の条件を示した例であり、測定データの精度を保つことができる場合は簡略化
も可とする。

４

測定の条件

（１）レーダー空中線と測定用空中線との位置関係は、できるだけ次のとおりが望ましい。
① 測定距離は2D2/λ[m]以上
② 受信空中線を受信信号の最大点から水平又は垂直にλ×R/2H[m]動かしたとき、受信信号の変
化が3dB以内になること
λ：送信波長[m]、D：空中線有効開口長[m]、R：測定距離[m]、H：送信点の高さ[m]
③ できるだけ各種反射等の影響を軽減する
（２）搬送波抑圧フィルタ
適宜使用する。
（３）スプリアス探査時のスペクトラムアナライザの設定（手動制御の場合）
分解能帯域幅：RR付録第3号第Ⅱ節第9項及びITU-R勧告M.1177-3に規定された値、又はそれより
広い値
ビデオ帯域幅：分解能帯域幅以上から約3倍の範囲
検波モード ：ポジティブピーク
（４）スプリアス振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定（手動制御の場合）
分解能帯域幅：RR付録第3号第Ⅱ節第9項及びITU-R勧告M.1177-3に規定された値、又は異なる場
合は適宜換算のこと
ビデオ帯域幅：分解能帯域幅以上から約3倍
検波モード ：ポジティブ／サンプルモード
（５）スペクトラムアナライザの周波数スパン
0Hzとし、手動制御等の場合は適宜、10、20、50、100又は500[MHz]とする。
（６）スプリアス測定範囲
スプリアスの測定範囲はITU-R勧告SM.329-10に規定された周波数範囲を原則とする。ただし、
空中線系からの輻射（すべてのサイドローブ方向への輻射を含む）が基本波から60dB以上減衰す
る領域（スプリアスフィルタによる減衰特性を加味する、導波管によるカットオフ周波数がある
場合はカットオフの0.7倍以下の周波数は除く等、空中線系の特性を考慮する）を除くことができ
る。
５ 受験機器の設定
通常の送信状態とし、適宜、空中線の回転を停止する。
（予めスプリアスの輻射方向が測定等で既知の場合、回転停止での測定を可とする。）
６ 測定操作概要
（１）スペクトラムアナライザの設定を４の（３）とし、スプリアスを探査する。また、送信機出力
スペクトラム測定により探査できる場合は、探査されたスプリアスのみの測定も可能とする。
（２）探査したスプリアスの振幅が当該レーダーシステムの規制値以下の場合、探査値を測定値とす
る。
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（３）探査したスプリアスの振幅が当該レーダーシステムの規制値を越えた場合、当該スプリアス周
波数を４の（４）の設定で測定しPEPに対する比dB値を求める。
７ 結果の表示
レーダー基本周波数の上側及び下側それぞれ最大スプリアス値を周波数と共に表示する。
８ 技術基準(許容値)
許容値

：43＋10log(PEP)又は60[dB]のいずれか厳しくない方
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５ 航空海上関連無線設備
試

験

項

目

対

スプリアス発射の強度

象

機

器

［航空海上関連無線設備］

１ 測定環境 ：通常室内
２ 測定系統図

受験機器

スペクトラム
アナライザ

擬似負荷

低周波
発信器

搬送波抑圧
フィルタ

３ 中心周波数とスプリアス領域の周波数間隔
必要周波数帯幅（BN）は原則として占有周波数帯幅の許容値（設備規則第 6 条）を適用し、中心
周波数とスプリアス領域の周波数間隔は通常の場合 2.5 BN とする。
狭帯域設備及び広帯域設備に対する中心周波数とスプリアス領域の周波数間隔は次表による。

狭帯域の場合（BN＜BL）
周波数範囲
9kHz＜ｆC＜150kHz
150kHz＜ｆC＜30MHz
30MHz＜ｆC＜1GHz
1GHz＜ｆC＜3GHz
3GHz＜ｆC＜10GHz
10GHz＜ｆC＜15GHz
15GHz＜ｆC＜26GHz
26GHz＜ｆC

通常間隔

BL

中心周波数と
スプリアス領域
の間隔

BN

250Hz
4kHz
25kHz
100kHz
100kHz
300kHz
500kHz
1MHz

625Hz
10kHz
62.5kHz
250kHz
250kHz
750kHz
1.25MHz
2.5MHz

2.5BN
2.5BN
2.5BN
2.5BN
2.5BN
2.5BN
2.5BN
2.5BN

広帯域の場合（BN＞BU）
BU

中心周波数と
スプリアス領域
の間隔

1.5BN+10kHz
10kHz
100kHz 1.5BN+100kHz
1.5BN+10MHz
10MHz
1.5BN+50MHz
50MHz
100MHz 1.5BN+100MHz
250MHz 1.5BN+250MHz
500MHz 1.5BN+500MHz
500MHz 1.5BN+500MHz
RR付録第3号Annex１

４ 測定周波数範囲
スプリアス領域発射の強度の測定周波数範囲は原則として下表に基づくものとする。

基本周波数範囲
9kHz～100MHz
100MHz～300MHz
300MHz～600MHz
600MHz～5.2GHz
5.2GHz～13GHz

測定周波数範囲
下限
上限
9kHz
1GHz
9kHz
10倍の高調波
30MHz
3GHz
30MHz
5倍の高調波
30MHz
26GHz
ITU-R
SM.329-10
Table-1
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５ 測定器の条件等
（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。
（２）方向性結合器、搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。
（３）スプリアス探索時のスペクトラムアナライザの設定
掃引周波数幅

（４）に示す周波数の全掃引

分解能帯域幅

（３）に示す分解能帯域幅の手動設定或いは周波数スパンに応じた自動設定
機能

ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の等倍程度或いは分解能帯域幅に応じた自動設定機能

検波モード

ポジティブピーク

（４）スプリアス振幅測定時のスペクトラムアナライザの設定
中心周波数

スプリアス周波数

掃引周波数

0 Hz

分解能帯域幅（各スプリアス周波数毎に選択する）
9kHz～150kHz

1kHz

150kHz～30MHz

10kHz

30MHz～1GHz

100kHz

1GHz 以上

1MHz

ビデオ帯域幅

分解能帯域幅の等倍程度或いは分解能帯域幅に応じた自動設定機能

検波モード

サンプル

（５）測定範囲は 4 項参照のこと
６ 受験機器の状態
（１）指定のチャネルに設定して、送信する。
（２）変調信号の条件（例）
J3E：正弦波 1500Hz で送信出力が定格の 80％となる入力レベル
H3E：正弦波 1500Hz で搬送波に対する側帯波の振幅が 80％となる入力レベル
F3E：正弦波 1000Hz で変調度が 70％となる入力レベル

：100bps のドット信号による間歇送信
F1B（J2B）
A3E：正弦波 1000Hz で変調度が 70％となる入力レベル
A1A： 25 ボー（デュティ 50％）の自動電鍵による間歇送信

：10 ボー（デュティ 50％）の自動電鍵による間歇送信
A1A/A2A（ラジオブイ/NDB）
その他：できるだけ通常の動作状態で変調とする。
７ 測定操作手順
（１）スペクトラムアナライザの設定を上記 5.（3）とし、基本波の振幅値を測定する。
（２）スペクトラムアナライザの設定を上記 5.（4）とし、基本波の中心周波数から 3 項に基づく間
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隔以上離れたスプリアス成分を探索する。
（３）探索した各スプリアス成分の振幅値が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。
（４）探索した各スプリアス成分の振幅値が許容値を超えた場合は、スペクトラムアナライザの設定
を 3.（3）としてスプリアス振幅の平均値を測定する。
８ 結果の表示
（１）減衰度で表示する場合
① J3E/F1B/F3E/A1A については、基本波の電力に対するスプリアス電力の比を dB 単位で周
波数と共に表示する。
② H3E/A3E については、搬送波電力に対するスプリアス電力の比を dB 単位で周波数と共に
表示する。
③ 尖頭包絡線電力でスプリアスが規制されるものについては、基本波の電力に対するスプリア
ス電力の比を dB 単位で周波数と共に表示する。
（２）電力で表示する場合は、空中線電力測定値に上記の比を用いて計算するか、スペクトラムアナ
ライザを予め較正しておき、直接読みとるなどして、mW 単位で周波数と共に表示する。
９ 技術基準（許容値）
設備区分

移動局
（船舶局、航空機局等）

陸上局
（海岸局、航空局等）

SSB

PEP の 43dB 以下

43+10log(PEP)又は 60dB
の何れか厳しくない方

30MHz 以下
で運用する設備

43+10log(P)又は 60dBc
の何れか厳しくない方

無線測位

43+10log(PEP)又は 60dB
の何れか厳しくない方

１W 以下船舶局（150MHz 帯 DSB）
（上記以外の全ての設備）

43+10log(P)又は 70dBc
の何れか厳しくない方

－

30MHz＜fC≦54MHz

60dB 低く、1mW 以下

30MHz＜fC≦335.4MHz F3E 等
の船舶局、船上通信局

146MHz＜f≦162.0375MHz；2.5μW×P 以下
上記以外の周波数；10μW×P 以下
（P：≧20W）

335.4MHz＜fC≦470MHz

2.5μW 以下；P≦25W
70dB、1mW 以下；P＞25W

142MHz＜fC≦144MHz 及び
146MHz＜fC≦162.0375MHz

帯域内；80dB、1mW 以下
その他；60dB、1mW 以下

118MHz＜fC≦142MHz
航空移動業務（≦25W）

25μW 以下

70MHz＜fC≦142MHz 及び
144MHz＜fC≦146MHz
（航空移動＞25W）

60dB、1mW 以下
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10

e.i.r.p.法の場合の条件

上記の事項の他つぎのとおりとする。
（１）測定系統図
送信空中線

測定用空中線
スペクトラムアナ
ライザ等測定機

送信設備

（２）測定の条件
①

送信空中線と測定用空中線との距離は r＞λ／2πとし、できるだけ多方向からの測定が望

ましい。
② できるだけ各種反射等の影響を軽減すること。
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