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総務省 

平成１５年度電波の利用状況調査について 
 
 

◎  この調査は、電波法（昭和２５年法律第１３１号）第２６条の２第１項に基づき、電波の利用状

況調査（３．４ＧＨｚを超えるもの）を実施するものです。調査票は利用状況調査結果の集計及び

評価を実施するためのみに使用します。 
 
◎  本調査の調査基準日は平成１５年３月３１日とし、基準日時点で開設している無線局を調査対象

とします。調査の各設問については、原則として、基準日時点における無線局、装置等の状態につ

いてお伺いしています。但し、別途基準日及び基準期間を定めている設問については、その指定に

従って回答して下さい。 
 
 
◎  本調査における注意事項等 

1 本調査票は、電波の利用状況の調査等に関する省令（平成１４年総務省令第１１０号）第５条
別表第１号に定める無線通信の態様ごとに作成されており、固定業務用、固定衛星業務用（地球

から宇宙への通信に限る。）、移動業務用（電気通信業務用、公共業務用及び放送事業用に限る。）、

移動衛星業務用、放送衛星業務用（放送用に限る。）、無線測位業務用（移動するもの及び空中線

電力が１kW未満のものを除く。）の６種類があります。 
 

2 調査票等の構成等 
(1) 調査票等の構成 
 本調査票等は、無線測位業務用（移動するもの及び空中線電力が１kW未満のものを除く。）
の無線局についてのものであり、設問票と回答票の２種類で構成されています。回答票は、免

許人の方が開設している無線局１局ごとに回答して下さい。回答票は、回答していただく内容

を正確に管理するための基本情報を記載する部分と、各設問の回答を記載する部分から構成さ

れています。各設問について回答していただく前に、「(2) 基本情報の記載について」を参照し
て、基本情報部分を記載して下さい。 
調査の中には無線局ごとに回答する設問と、送信装置（送信装置と受信装置が一体となった

ものを含みます。）ごと（以下、「装置ごと」とします。）、に回答する設問があります。無線局

ごとに回答する場合は、設問中に「無線局ごとに」と記載されており、装置ごとに回答する場

合は「装置ごとに」又は「装置番号」と設問中に記載されています。それぞれ、下記の「(3) 無
線局ごとに回答する場合」「(4) 装置ごとに回答する場合」を参照して回答して下さい。 

 
(2) 基本情報の記載について 
 基本情報は、回答していただく内容が、どの無線局や装置についてのものかを正確に識別し、

管理するために設定しています。無線局情報については免許番号を記載して下さい。装置情報

についてはシステム一覧表を参照して各装置に該当するシステム整理番号を、記載して下さい。

基本情報欄に記載された装置番号は、装置ごとに回答していただく際に必要となります。以下

の記載例を参照して記載して下さい。 
（記載例） 
無線局情報 
 当該無線局の免許番号を記載して下さい。 

免許番号 関測第○○○○○○号 
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装置情報 
 当該無線局の各装置について、該当するシステム整理番号を、「システム一覧表」（回答票の装

置情報の記載欄の下に記載があります。）を参照して記載して下さい。 
装置番号（注） システム整理番号 

1 1 
2  
3  

（注）  装置番号は、本調査において回答を識別するための番号として連番で付与されたもの

です。（工事設計書に記載された「装置の区別」によって代用していただくことも可能

です。） 
 

(3) 無線局ごとに回答する場合 
 各設問への回答は、設問票に記載している回答例を参照して記載して下さい。自由記述で回

答していただくにあたって、複数の無線局について同じ回答を記載される場合は、他の回答票

に回答を記載していただく作業を省略するために、以下の記載例のとおり、回答票の「具体的

な種類については、無線局（      ）と同じ回答とする。」の欄に同じ回答を記載した

無線局の免許番号を記載して下さい。 
（記載例） 
無線局 関測第○○○○○○号 の回答票記載例 

Q2.01 予備電源等の種類 
1．発動発電機 2．蓄電池 3．商用電源の複数ルート化 
④．その他 
具体的な種類：○○○○○○○○ 
具体的な種類については、無線局（             ）と同じ回答とする。 

 
他の無線局で無線局 関測第○○○○○○号 と同じ回答をする場合の回答票記載例 

Q2.01 予備電源等の種類 
1．発動発電機 2．蓄電池 3．商用電源の複数ルート化 
④．その他 
具体的な種類： 
具体的な種類については、無線局（ 関測第○○○○○○号  ）と同じ回答とする。 

 
(4) 装置ごとに回答する場合 
 設問票の中には、装置ごとに回答する設問があります。各設問への回答は、設問票に記載し

ている回答例を参照して記載して下さい。但し、全ての装置について同じ回答が適用される場

合は、以下のとおり、該当する回答欄に「全ての装置に共通」と記載して下さい。 
（記載例） 
Q○○ ○○○○○○○ 

選択肢 装置番号 
1． ○○○○○○○○○○○ 全ての装置に共通 
2． ○○○○○○○○○○  
3． ○○○○○○○○○○○  
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(5) 回答票の回答欄が不足する場合 
 回答欄が不足する場合は、以下の例を参照の上、別紙に“設問番号”、“設問回答”を記載し、

回答票に添付して提出して下さい。 
（記載例） 
別紙 
Q1.01 ← 設問番号  

装置番号 使用開始年月 
1 1994 年 10 月 
 年 月 
 年 月 

 
Q3.07 
具体的な理由： 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

 
 

 
以下、設問に回答して下さい。 
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設問票 

Q1 無線設備の使用年数 
Q1.01 設備の使用開始年月 
無線設備の使用を開始した日付について、保有している装置ごとに年月単位（西暦４桁）で記

載して下さい。 
（注１）  複数の装置を保有している場合は、各装置の使用開始年月を記載して下さい。 
（注２）  使用開始年月は、運用を開始した日とします。但し、運用を開始した年月が不明な場合は、固

定資産取得年月等を記載して下さい。 
（回答例） 

装置番号 使用開始年月 
1 1994 年 10 月

  年 月

  年 月

 
Q2 予備電源による運用可能時間 

Q2.01 予備電源等の種類 
予備電源等を保有していますか。無線局ごとに保有している電源の種類を、回答票の選択肢か

ら該当する番号を○で囲んで下さい。 
（注１）  「4．その他」を選択した場合は、その予備電源の種類を具体的に記載して下さい。 
（注２）  複数の予備電源を保有し、それぞれの電源の種類が異なる場合は、該当するものを全て選択し

て○で囲んで下さい。 
（回答例） 
①． 発動発電機 2． 蓄電池 3． 商用電源の複数ルート化 
4． その他 
具体的な種類： 

具体的な種類については、無線局（            ）と同じ回答とする。 
 
次の設問 Q2.02については、Q2.01において、「1．発動発電機」、「2．蓄電池」を選択した場合
のみ回答して下さい。 
 
Q2.02 運用可能時間 
予備電源による運用可能時間について、無線局ごとに時間単位で記載して下さい。 

（注１）  複数の予備電源を保有している場合は、それらの電源の中で最大の運用可能時間となる予備電

源の種類と、その運用可能時間を記載して下さい。 
（注２）  発動発電機の場合は、通常燃料タンクに貯蔵備蓄されている燃料で運用可能（設計値）な時間

を記載して下さい。 
（注３）  蓄電池の場合は、設計値の時間を記載して下さい。 
（注４）  建物全体で管理されている場合は、その設計値の時間を記載して下さい。 
（回答例） 

例： 発動発電機 12    時間 
 
Q2.03 有人・無人の区分 
無線局の運用時に、無線従事者又は保守者等を配置していますか。無線局ごとに回答票の選択

肢から該当する番号を○で囲んで下さい。 
（回答例） 

1． 常駐 ②． 常駐（夜間休日を除く） 3． 無人 
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Q2.04 予備装置の区分 
無線局において、故障・保守等の場合に、無線通信を確保するために保有している予備装置の

区分について、無線局ごとに回答票の選択肢から該当する番号を○で囲んで下さい。 
（注１）  セット予備とは、現用の送信装置と同等の設備で周波数が同一のものとします。 
（注２）  システム予備とは、セット予備以外のものとします。 
（回答例） 
①． セット予備装置あり 2． システム予備装置あり 
3． セット予備、システム予備の両方あり  4． 予備装置なし 

 

Q3 無線局の管理体制 
Q3.01 管理規程の有無 
無線局を適切に管理及び運用するため、無線局の管理規程を策定していますか。無線局ごとに

回答して下さい。 
（注）  管理規程（保守委託契約を含む。）とは、無線局の運用・保守・管理を行うにあたって、免許人

において必要な事項を定めたものとします。 
（回答例） 
①． はい 2． いいえ 

 
Q3.02 管理責任者配置の有無 
無線局に管理責任者を配置していますか。無線局ごとに回答して下さい。 

（注）  管理責任者とは、無線局の運用・保守・管理について責任を持つ者とし、専任・兼任、又は常

駐の有無を問わないものとします。 
（回答例） 
①． はい 2． いいえ 

 
Q3.03 災害・故障時等の連絡体制の有無 
災害・故障時等における関係部署との連絡・調整体制について、文書等により明確化していま

すか。無線局ごとに回答して下さい。 
（回答例） 
①． はい 2． いいえ 

 
Q3.04 点検の規定の有無 
無線局の点検の方法や周期について規定していますか。無線局ごとに回答して下さい。 

（注）  点検とは、測定器又は目視等により、無線局の状態を定期的に把握することとします。 
（回答例） 
①． はい 2． いいえ 

 
Q3.05 点検実施の有無 
装置の点検を実施していますか。無線局ごとに回答して下さい。 

（回答例） 
①． はい 2． いいえ 
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次の設問 Q3.06については、Q3.05において、「1．はい」を選択した場合のみ回答して下さい。 
 

Q3.06 点検の方法と周期 
点検の方法とその周期について、実施している点検の方法ごとにその周期を選択して、無線局

ごとに回答票の選択肢から該当する番号を○で囲んで下さい。 
（注１）  「1．測定器による電気的特性の点検項目の確認」とは、周波数、空中線電力等について測定器

を用いて測定、記録することとします。この場合、遠隔において同様の行為を行っている場合を

含みます。 
（注２）  「2．目視による装置の状態の確認」とは、装置等の外観の確認、簡易なレベルの確認等を目視

のみにより行うこととします。この場合、カメラ等により遠隔において同様の行為を行っている

場合を含みます。 
（注３）  「3．自局の発射する電波の状態の確認」とは、実際に通信を行うことが可能であることを確認

することとします。この場合、電波の発射状態をモニタ等で監視（遠隔で行っている場合を含む。）

している場合を含みます。 
（注４）  「4．その他」は、1～3 以外の点検方法を示します。その他の点検を行っていない場合は記載

不要となります。 
（注５）  実施していない点検の方法については、点検の周期を選択しないで下さい。 
（回答例） 

点検の周期 
点検方法 

1週間以内 1ヶ月以内 6ヶ月以内 １年以内 1 年超 

1．測定器による電気的特性の点検項目の確認 1 2 ③ 4 5 
2．目視による装置の状態の確認 1 ② 3 4 5 
3．自局の発射する電波の状態の確認 ① 2 3 4 5 
4．その他 1 2 3 4 5 

 
次の設問 Q3.07については、Q3.05において、「2．いいえ」を選択した場合のみ回答して下さい。 

 
Q3.07 点検を実施していない理由 
点検を実施していない理由について、無線局ごとに回答票の選択肢から該当する番号を○で囲

んで下さい。 
（注）  「4．その他」を選択した場合は、点検を行っていない具体的な理由を記載して下さい。 
（回答例） 
①． 必要性がないため 2． 経済性から困難であるため 3． 技術的に困難であるため 
4．  その他 

 具体的な理由： 
具体的な理由については、無線局（           ）と同じ回答とする。 

 
次の設問 Q3.08については、Q3.01から Q3.05までのすべての設問において、選択肢の「2．い
いえ」を選択した場合のみ回答して下さい。 

 
Q3.08 管理規程等がない理由 
管理規程等がない理由について、無線局ごとに回答票の選択肢から該当する番号を○で囲んで

下さい。 
（注）  「4．その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載して下さい。 
（回答例） 

1． 必要性がないため 
②． 必要性は認識するが、これまで必要性がなかったため 
3． 管理規程等を定めることが望ましいと考えなかったため 
4．  その他 

 具体的な理由： 
具体的な理由については、無線局（           ）と同じ回答とする。 
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Q3.09 その他講じている措置 
その他無線局の管理上、特に講じている措置がある場合は、無線局ごとに具体的な内容を記載

して下さい。 
（回答例） 

その他講じている措置： 
 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
その他講じている措置については、無線局（          ）と同じ回答とする。 

 

Q4 無線局の具体的な使用の実態 
（通信経路（有線電気通信設備による場合を含む。）の態様等） 

Q4.01 具体的な用途 
無線局の具体的な用途について、無線局ごとに回答票の選択肢から該当する番号を○で囲んで

下さい。 
（注１）  「6．その他」を選択した場合は、具体的な用途を記載して下さい。 
（注２）  選択肢の中の「（公共）」とは、国、独立行政法人、公益法人、地方自治体、電力会社が開設し

ている局とします。それ以外の局は「（一般）」とします。 
（回答例） 

1． 気象レーダー（公共） ②． 気象レーダー（一般） 3． 空港気象レーダー 
4． 監視レーダー（公共） 5． 監視レーダー（一般） 
6． その他 

 具体的な用途： 
具体的な用途については、無線局（            ）と同じ回答とする。 

 

Q5 通信量の管理の有無 
Q5.01 通信量の管理の有無 
 通信量を管理していますか。無線局ごとに回答して下さい。 
（注）  通信量の管理とは、実際の運用時間を管理（把握）することとします。 
（回答例） 

①． はい 2． いいえ 
 

Q5.02 通信量の管理の方法 
 通信量をどのような方法で管理していますか。無線局ごとに回答票の選択肢から該当する番号

を○で囲んで下さい。 
（回答例） 
①． 測定器等により通信量を把握 2． 人的な管理により通信量を把握 
3．  その他 

 
次の設問 Q5.03については、Q5.01において、「2．いいえ」を選択した場合のみ回答して下さい。 

 
Q5.03 通信量の管理が困難な理由 
無線局において、通信量の管理を行っていない場合は、具体的な理由を記載して下さい。 

（回答例） 
具体的な理由： 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
具体的な理由については、無線局（            ）と同じ回答とする。 
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Q6 通信量 

Q6.01 実運用時間（平均運用時間） 
調査基準日の直近の１ヶ月における 1 日当たりの平均運用時間について、無線局ごとに回答票

の選択肢から該当する番号を○で囲んで下さい。 
（注）  平均運用時間とは、実際に運用した時間の合計を運用日数で除したものとします。 
（回答例） 

1． ８時間以内/日 2． ８時間超 16時間以内/日 ③． 16時間超 24時間以内/日 
 

Q7 他の電気通信手段への代替可能性 
Q7.01 業務の目的を遂行する上での他の電気通信手段への代替困難性 
 貴方（免許人）の業務又は事業を遂行する上で、無線局の開設の目的、又は無線局の利用形態か

ら、他の電気通信手段への代替が困難ですか。代替困難であると考える他の電気通信手段について、

無線局ごとに回答票の選択肢から該当する番号を○で囲んで下さい。（複数回答可） 
（注１）  回答していただく上で、経済的な負担による理由は考慮しないで下さい。 
（注２）  当該無線局と同一の利用形態である他の無線局において代替が可能であるが、当該無線局に

限った特殊な要因（例えば国立公園内の建築制限による光ファイバーの敷設が困難等）により代

替が困難である場合は、回答しないで下さい。 
（注３）  電気通信業務用の無線局において、他の公衆電気通信サービスに代替することにより、認可を

受けた主たる事業の役務の提供が行えない場合は、選択肢の「1」を選択して下さい。 
（注４）  選択肢中の「（自営）」とは、公衆電気通信サービス以外のものとします。 
（注５）  選択肢中の「利用形態」とは、固定マイクロ、衛星通信、移動通信等を示すものとします。 
（注６）  該当する選択肢がない場合は、回答しないで下さい。 
（回答例） 
①． 公衆電気通信サービス（有線又は無線）への代替は困難である 
2．  有線系（自営）システムへの代替は困難である 
3．  利用形態の異なる他の無線系（自営）システムへの代替は困難である 
4．  利用形態は同じであり周波数帯の異なる（現在より高い周波数帯）他の無線系（自営）システム
への代替は困難である 

 
次の設問 Q7.02については、Q7.01において、いずれか一つでも該当しない選択肢があった場合
のみ回答して下さい。 
 
Q7.02 特殊な外的要因による他の電気通信手段への代替困難性 
 当該無線局に限った特殊な外的要因により、他の電気通信手段への代替が困難ですか。無線局

ごとに回答票の選択肢から該当する番号を○で囲んで下さい。 
（注１）  回答していただく上で、経済的な負担による理由は考慮しないで下さい。 
（注２）  特殊な外的要因とは、国立公園等の建築制限がある場合等を示します。 
（回答例） 
①． 当該無線局に限った特殊な外的要因により、代替が困難である 
2．  当該無線局に限った特殊な外的要因は存在しないため、代替が可能である 
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次の設問 Q7.03については、Q7.02において、「2．当該無線局に限った特殊な外的要因は存在し
ないため、代替が可能である」を選択した場合のみ回答して下さい。 
 
Q7.03 経済的要因による他の電気通信手段への代替困難性 
貴方（免許人）の経済的要因により、他の電気通信手段への代替が困難ですか。無線局ごとに

回答票の選択肢から該当する番号を○で囲んで下さい。 
（注）  他の電気通信手段への代替にあたって、「経済的負担が著しく増加し、事業活動の健全な継続が

困難等の特別な事情があり、社会通念上困難である」場合にのみ、「1」を選択とし、それ以外の
場合は「2」を選択して下さい。 

（回答例） 
1．  経済的負担が著しく、社会通念上代替が困難である 
②． 上記以外 

 
次の設問 Q7.04については、Q7.01において、「1．公衆電気通信サービス（有線又は無線）への
代替は困難である」を選択した場合のみ回答して下さい。 
 
Q7.04 公衆電気通信サービス（有線又は無線）による目的遂行面での代替困難な理由 
 公衆電気通信サービス（有線又は無線）への代替が困難と考える理由について、無線局ごとに

回答票の選択肢から該当する番号を○で囲んで下さい。（複数回答可） 
（注１）  「4．その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載して下さい。 
（注２）  選択肢中の「所要」とは、無線局開設の目的を達成するために必要な要件とします。 
（回答例） 
①． 所要のセキュリティーレベルの確保が困難である 
2．  所要の平常時回線品質を満たさない 
3．  非常時の輻輳等が許容できない 
4．  その他 

 具体的な理由： 

具体的な理由については、無線局（            ）と同じ回答とする。 
 
次の設問 Q7.05については、Q7.01において、「2．有線系（自営）システムへの代替は困難であ
る」を選択した場合のみ回答して下さい。 
 
Q7.05 有線系（自営）システムによる目的遂行面での代替困難な理由 
有線系（自営）システムへの代替が困難と考える理由について、無線局ごとに回答票の選択肢

から該当する番号を○で囲んで下さい。（複数回答可） 
（注１）  「4．その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載して下さい。 
（注２）  選択肢中の「所要」とは、無線局開設の目的を達成するために必要な要件とします。 
（回答例） 
①． 同報性がない 
2．  移動時の通信が確保できない 
3．  所要の耐災害性が確保できない 
4．  その他 

 具体的な理由： 
具体的な理由については、無線局（            ）と同じ回答とする。 
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次の設問 Q7.06については、Q7.01において、「3．利用形態の異なる他の無線系（自営）システ
ムへの代替は困難である」を選択した場合のみ回答して下さい。 
 
Q7.06 利用形態の異なる他の無線系（自営）システムによる目的遂行面での代替の困難な理由 
利用形態の異なる他の無線系（自営）システムへの代替が困難と考える理由について、無線局

ごとに回答票の選択肢から該当する番号を○で囲んで下さい。（複数回答可） 
（注１）  「4．その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載して下さい。 
（注２）  選択肢中の「所要」とは、無線局開設の目的を達成するために必要な要件とします。 
（注３）  「利用形態」とは、固定マイクロ、衛星通信、移動通信等を示すものとします。 
（回答例） 
①． 伝送遅延が許容できない 
2．  所要の帯域の確保が困難である 
3．  所要の通信（伝搬）距離が確保できない 
4．  その他 

 具体的な理由： 
具体的な理由については、無線局（            ）と同じ回答とする。 

 
次の設問 Q7.07については、Q7.01において、「4．利用形態は同じであり周波数帯の異なる（現
在より高い周波数帯）他の無線系（自営）システムへの代替は困難である」を選択した場合のみ回

答して下さい。 
 

Q7.07 利用形態は同じであり周波数帯の異なる（現在より高い周波数帯）他の無線系（自営）シ
ステムによる目的遂行面での代替の困難な理由 

利用形態は同じであり周波数帯の異なる（現在より高い周波数帯）他の無線系（自営）システ

ムへの代替が困難と考える理由について、無線局ごとに回答票の選択肢から該当する番号を○で

囲んで下さい。（複数回答可） 
（注１）  「4．その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載して下さい。 
（注２）  選択肢中の「所要」とは、無線局開設の目的を達成するために必要な要件とします。 
（注３）  「利用形態」とは、固定マイクロ、衛星通信、移動通信等を示すものとします。 
（回答例） 
①． 所要の通信（伝搬）距離が確保できない 
2．  所要の分解能が得られない 
3．  所要の回線品質が確保できない 
4．  その他 

 具体的な理由： 

具体的な理由については、無線局（            ）と同じ回答とする。 
 
次の設問 Q7.08については、Q7.01において、「4．利用形態は同じであり周波数帯の異なる（現
在より高い周波数帯）他の無線系（自営）システムへの代替は困難である」を選択していない場合

のみ回答して下さい。 
 
Q7.08 変更可能と考える周波数帯 
現在より高い周波数帯で、移行可能と考える周波数帯について、無線局ごとに回答票の選択肢

から該当する番号を○で囲んで下さい。 
（回答例） 
①． 9GHz帯 
2．  9GHz帯よりさらに高い周波数帯 
3．  現在より高い周波数への移行はできない 



総務省 平成 15年度電波の利用状況調査（３．４ＧＨｚを超えるもの） 調査票（設問票）【無線測位業務】 
 

 11

 

Q8 電波を有効利用するための計画 
Q8.01 有効利用施策の実行の有無 
電波を有効利用するため、何らかの施策を実行していますか。無線局ごとに回答して下さい。 

（回答例） 
①． はい 2． いいえ 

 
以下の設問 Q8.02 から Q8.07 については、Q8.01 において、「1．はい」を選択した場合のみ回
答して下さい。 

 
Q8.02 有効利用のための技術（ナロー化技術） 
電波を有効利用するため、ナロー化技術を導入していますか。無線局ごとに回答票の選択肢か

ら該当する番号を○で囲んで下さい。 
（回答例） 

①． 導入している 2． 導入していない（導入予定あり） 
3．  導入していない（導入予定なし） 

 
Q8.03 有効利用のための技術（使用している発振素子) 
送信装置に使用している発振素子の区分について、回答欄に該当する装置番号を記載して下さ

い。 
（注）  「３．その他」を選択した場合は、具体的な発振素子を記載して下さい。 
（回答例） 

1． クライストロン 1－4 
2． マグネトロン 5 
3． その他 

 具体的な発振素子： 
 

 
次の設問 Q8.04については、Q8.03において、「1．クライストロン」以外に該当する装置のみ回
答して下さい。 
 
Q8.04 有効利用のための技術（クライストロンの導入予定） 
電波を有効利用するため、送信装置にクライストロンを導入する予定がありますか。回答欄に

該当する装置番号を記載して下さい。 
（回答例） 

1． 1 年以内に導入予定あり  
2． 3 年以内に導入予定あり  
3． 5 年以内に導入予定あり  
4． 5 年超に導入予定あり  
5． 導入予定なし 5 

 
Q8.05 有効利用のための技術（混信低減・除去機能の有無） 
電波を有効利用するため、混信低減・除去機能を導入していますか。無線局ごとに回答票の選

択肢から該当する番号を○で囲んで下さい。 
(回答例） 
①． 既に導入している 2． 1 年以内に導入予定あり 3． 3 年以内に導入予定あり 
4．  5 年以内に導入予定あり 5． 5 年超に導入予定あり 6． 導入予定なし 
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Q8.06 有効利用のための技術（送信フィルタ（帯域外輻射を抑圧する）の導入） 
電波を有効利用するため、送信フィルタを導入していますか。無線局ごとに回答票の選択肢か

ら該当する番号を○で囲んで下さい。 
（回答例） 
①． 既に導入している 2． 1 年以内に導入予定あり 3． 3 年以内に導入予定あり 
4．  5 年以内に導入予定あり 5． 5 年超に導入予定あり 6． 導入予定なし 

 
Q8.07 有効利用施策の実行又は計画の具体的な方策 
その他に電波の有効利用施策の実行又は計画がありますか。無線局ごとに具体的な方策を記載

して下さい。 
（回答例） 

具体的な方策： 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
具体的な方策については、無線局（            ）と同じ回答とする。 

 
次の設問 Q8.08については、Q8.01において、「2．いいえ」を選択した場合のみ回答して下さい。 

 
Q8.08 有効利用のための施策を実行又は計画していない場合の理由 
電波を有効利用するための施策を実行又は計画していない場合は、該当する理由を選択し、無

線局ごとに具体的な内容を記載して下さい。（複数回答可） 
（回答例） 

1．技術的理由 
具体的な内容： 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
具体的な内容については、無線局（            ）と同じ回答とする。 
2．経済的理由 
具体的な内容： 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
具体的な内容については、無線局（            ）と同じ回答とする。 
3．その他の理由 
具体的な内容： 

具体的な内容については、無線局（            ）と同じ回答とする。 
 
以上、本調査にご協力いただきありがとうございました。 


