
令和３年度の電波の利用状況調査

PARTNER
（総合無線局管理ファイル）

調査事項 ： 免許人数、無線局数、電波の型式等
対 象 ： 全ての電波利用システム

714MHz超の周波数を利用する無線局

令和３年４月１日現在において開設している無線局

１．調 査 対 象

２．調査対象無線局

３．調 査 方 法

評価に関する基本方針を定める告示
＊
の規定に基づき、評価を実施
＊電波の有効利用の程度の評価に関する基本方針（平成19年総務省告示第１号）

４．評 価 の 方 法

＊無線局の増減、周波数再編アクション
クションプランへの対応状況等

各電波利用システムの
調査結果＊を分析

＊１：非常時における国民の生命・財産
の保護等の電波の利用

＊２：災害等の対策・継続的な運用確保

PARTNER調査

 通常・重点調査対象システム

○周波数の使用期限があるもの、周波数再編アクションプランにおいて対応
が求められている電波利用システムを調査票調査の対象システムに選定

○そのうち、新たな電波利用システムに需要がある周波数を使用するもの、
移行状況を把握する必要があるもの等について、重点調査対象システム
に選定

（MCA、航空無線、衛星通信、レーダー、マイクロ中継、無線アクセスシステム 等）

（注）携帯無線通信・全国BWAは別途毎年度調査のため除く

（参考） R1年度調査（714MHz超3.4GHz以下） 無線局数：約75万局、免許人数：約11万者（携帯無線通信除く）
H30年度調査（3.4GHz超） 無線局数：約14万局、免許人数：約5万者（携帯無線通信除く）

データベース

調査票調査

免許人

電波の発射状況調査

調査事項 ：年間の運用時間・運用区域、移行計画、
運用管理取組状況等

対 象 ：通常調査対象システム(システム単位)
重点調査対象システム（無線局単位）

無線局

調査事項 ：実運用時間、運用エリア等
対 象 ：重点調査対象システム

※免許不要局は登録証明機関等に出荷台数等の調査を実施

重点調査対象：重点調査告示（※）に合致するもの
（※）次の１～４のいずれかの電波利用システムが使用する周波数帯であって、
過去の調査・評価結果等を考慮し、特に必要と認められるもの

１．周波数割当計画において使用期限等の条件が定められている電波利用
システム

２．周波数再編ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝにおいて対応が求められている電波利用システム
３．新たな電波利用ｼｽﾃﾑに需要がある周波数を使用する電波利用システム
４．周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を考慮し周波数の再編

に関する検討が必要な電波利用システム

総 合 評 価
指標別（時間、エリア等）
の利用の度合いを分析

【重点調査対象システムに限る】

社会的重要性＊１

運用管理取組状況＊２
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重点調査
対象選定
基準

① 周波数の使用期限等の条件が定められている周波数の電波を使用している電波利用システム
② 周波数再編アクションプランにおいて対応が求められている電波利用システム
③ 新たな電波利用システムに関して需要がある周波数を使用している電波利用システム
④ 周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を考慮して、周波数の再編に関する検討が必要な電波利用システム

電波利用システム 周波数再編アクションプラン（令和２年度第2次改定版）における取組 免許人数／
無線局数

1.2GHz帯画像伝送用携帯
局

今後は2.4GHz帯、5.7GHz帯への移行・集約を図ることとし、1.2GHz帯の周波数移行を進
めるために、新たな免許取得の期限の設定等に関して検討を進める

149／229

映像FPU(6.425～6.57GHz)
諸外国における検討状況等を踏まえながら、令和2年度中に無線LANの6GHz帯（5925-
7125MHz）への周波数帯域の拡張に係る技術的条件について検討を開始する

89／2434

映像FPU（6.87～7.125GHz） 114／2943 

令和３年度重点調査対象システム

５．重点調査対象システム

【1.2GHz帯画像伝送用携帯局】
1.2GHz 帯の周波数を用いて、ラジコンヘリコプター等

に搭載したカメラから映像を伝送するために利用され
ている。

【映像FPU（ 6.425～6.57GHz／6.87～7.125GHz ）】
テレビジョン放送事業者が、番組素材を取材現場から放送局の

スタジオまで伝送するために利用しており、主にヘリコプターや移
動中継車から移動中又は静止して使用。または、中継現場にFPU
装置を仮設して利用する。遠隔地からの伝送では映像FPUによる
多段中継を行う場合もある。

※ 免許人数及び無線局数は2021/4月時点



調査の別 電波利用システム
周波数再編アクションプラン（令和2年度第2次改定版）における

取組

通常調査

（システム
単位）

3.4GHz帯音声STL/TTL/TSL
放送監視制御(Sバンド)

音声 STL 等（音声 STL/TTL/TSL 及び監視・制御回線）の現行周波数帯 の使用期
限については、令和４年 11 月 30 日までとされていることから、終了促進措 置を活用
し、音声 STL 等については M バンド（6570～6870MHz）又は N バンド（7425～
7750MHz）を原則として、周波数移行を進める。 （音声FPUについては周波数移行が
完了）

公衆PHSサービス(基地局)

1.9GHz 帯を使用する公衆 PHS サービスは、令和５年 3 月末に終了予定であり、無線
局数は前回（平成28年度調査時）の電波の利用状況調査時の約13万局から約2000局
に減少している。公衆PHSサービス利用頻度の低下を踏まえ、同帯域で利用中のTD-
LTE方式のデジタルコードレス電話について、公衆PHSとの周波数共用を図りつつ周
波数拡張を実現するための制度整備を令和２年12月に行った。また、令和３年度を目
処に、公衆 PHS サービスの終了後を見据えたデジタルコードレス電話のさらなる利用
拡大や高度化、共存可能な周波数配置など周波数の有効利用に向けて必要な検討
を行う。

ルーラル加入者系無線(基地局)
ルーラル加入者系無線（2GHz 帯）について、離島・山間部地域以外の需要が減少し
ていることを踏まえ、令和２年７月に高度化のための制度整備を行ったVHF 帯加入者
系無線システムへの移行も含め、他の周波数帯への 移行について検討を進める。

5GHz帯気象レーダー・5GHz帯空港気象レーダー
6.5GHz帯電通・公共・一般業務(中継系・エントランス)
水上無線
40GHz帯公共・一般業務(中継系)
5GHz帯無線アクセスシステム（4.9-5.0GHz）
15GHz帯ヘリテレ画像伝送
地上TV用
40GHz帯画像伝送（公共業務用）
38GHz帯FWA

注視するべき公共用無線局を継続的に調査する

６．調査票対象システム（通常調査）1/2 3



調査の別 電波利用システム
周波数再編アクションプラン（令和2年度第2次改定版）における

取組

通常調査

（システム
単位）

音声STL/TTL/TSL(M,Nバンド)
映像STL/TTL/TSL(B,C,D,E,F,G,M,Nバンド)
放送監視制御(M,Nバンド)
6GHz帯電気通信業務用固定無線システム
7.5GHz帯電通・公共・一般業務(中継系・エントランス)
12GHz帯公共・一般業務(中継系・エントランス)
11GHz帯, 15GHz帯, 22GHz帯電気通信業務(中継系・エントランス)
18GHz帯電気通信業務(エントランス)
18GHz帯公共用小容量固定
有線テレビジョン放送事業用
15GHz帯電気通信業務災害対策用
40GHz帯駅ホーム画像伝送
80GHz帯高速無線伝送システム
映像FPU(B,E,F,Gバンド)
1.2GHz帯, 2.3GHz帯, 40GHz帯, 55GHz帯, 120GHz帯映像FPU
15GHz帯電気通信業務テレビ伝送用
18GHz帯, 22GHz帯, 26GHz帯,FWA
800MHz帯MCA陸上移動通信
地域広帯域移動無線アクセスシステム
2.4GHz帯道路交通情報通信システム(VICSビーコン)
航空用DME／TACAN
航空交通管制用レーダービーコンシステム(ATCRBS)・二次監視
レーダー(SSR)又は洋上航空路監視レーダー(ORSR)
RPM・マルチラテレーション
航空路監視レーダー(ARSR)
空港監視レーダー(ASR)
1.3GHz帯ウインドプロファイラレーダー
9GHz帯気象レーダー
5GHz帯気象レーダー・5GHz帯空港気象レーダー
衛星アップリンク(C, Kuバンド)
移動衛星アップリンク(Cバンド)
移動衛星サービスリンクのアップリンク(Kuバンド)
ESIMアップリンク(Kaバンド)
インマルサットシステム
MTSATシステム
N-STAR衛星移動通信システム
準天頂衛星システム

注視するべき無線局を継続的に調査する

６．調査票対象システム（通常調査）2/2 4



８．スケジュール（予定）
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令和３年度 令和４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

令和３年度
調査
（714MHz超）

調
査
依
頼
通
知

調
査
回
答
期
限

調査結果の集計・分析等

評価結果案
諮問

評価結果案の作成
（全国・各総合通信局管轄区域毎）

評価結果案
意見募集 電監審

（※）調査基準日における電波利用システム
の確認、対象免許人の整理等の調査準備

調
査
基
準
日

発射状況調査の準備・実施4/1
評価に活用調査対象局の選定 調査結果・

評価結果案の
報告

電監審（※）

調査対象の電波利用システムについて、総合通信局の管轄区域ごと、また、周波数の特性や電波利
用形態等を勘案し適切な周波数帯等ごとに取りまとめた調査結果及び評価結果案を作成

７．調査結果・評価結果案の作成
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