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総務省 

平成 17年電波の利用状況調査について 
 
 

1. 本調査について 
1.1 本調査の目的 

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。 

 
1.2 調査基準日 

本調査の調査基準日は平成 17年 3月 1日とし、基準日時点で開設している無線局（770MHz以下
の周波数帯に係るもの）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。ただし、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。 
 

1.3 調査票の分類 

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（他の固定局から送信を制御される固定局以外の固定局に係るもの又は占有周波数帯

幅が 25kHzを超える固定局に係るものに限る。） 
・ 移動業務（海岸局、航空局（移動しないものに限る。）、基地局（電気通信業務用、公共業務用

及び放送事業用に限る。以下、携帯基地局及び陸上移動中継局において同じ。）、携帯基地局、

無線呼出局（電気通信業務用に限る。）、陸上移動中継局、陸上移動局（放送事業用であって占

有周波数帯幅が 16kHzを超えるものに限る。以下、携帯局において同じ。）及び携帯局に係る
ものに限る。） 

・ 移動衛星業務（移動する地球局に係るものを除く。） 
・ 放送業務 
・ 無線測位業務（移動するものを除く。） 
の 5種類があります。 

 
2. 調査票の構成及び注意事項 

2.1 調査票の構成 

本調査票は、移動業務（海岸局、航空局（移動しないものに限る。）、基地局（電気通信業務用、公

共業務用及び放送事業用に限る。以下、携帯基地局及び陸上移動中継局において同じ。）、携帯基地局、

無線呼出局（電気通信業務用に限る。）、陸上移動中継局、陸上移動局（放送事業用であって占有周波

数帯幅が 16kHzを超えるものに限る。以下、携帯局において同じ。）及び携帯局に係るものに限る。）
の無線局についてのものです。設問文の下に設置されている回答欄に、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。各設問について回答していただく前に、「2.2 基本情報の記載につ
いて」を参照して、基本情報欄に記入して下さい。 
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2.2 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、システム整理番号及び周波数帯区分を記入

して下さい。システム整理番号は、システム一覧表と別添の調査対象無線局一覧表を参照して該当す

るシステム整理番号を記入して下さい。また、周波数帯は、本調査の対象となる 770MHz 以下のも
のを 5つの区分に分類しています。システムごとに該当する周波数帯の欄をチェックして下さい。以
下の記入例を参照して下さい。 
（記入例） 
当該無線局の免許番号を記入して下さい。 

免許番号 関移第○○○○○○号 
 

当該無線局のシステム整理番号を記入し、該当する周波数帯の欄をチェックして下さい。 
周波数帯区分 

a b c d e システム 
整理番号 

26.175MHz以下 
26.175MHz超 

50MHz以下 

50MHz超 

222MHz以下 

222MHz超 

335.4MHz以下 

335.4MHz超 

770MHz以下 

1   ○  ○ 

2   ○   

      
 

 

2.3 回答の記載について 

 単数回答の場合（無線局単位） 
選択肢から 1つだけ選んで回答する場合、設問文中に「該当する番号を 1つ選び」と記載されてい
ます。以下の記入例を参照し、該当する番号を 1つ選び、○で囲んで下さい。 
（記入例） 
「1. はい」を選んで回答する場合。 

【回答欄】 

1． はい 2． いいえ 
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 単数回答の場合（システム / 周波数帯単位） 
システム / 周波数帯ごとに選択肢から 1 つだけ選んで回答する場合、設問文中に「該当する番号
を 1つ選び」と記載されています。以下の記入例を参照し、該当する番号を 1つ選び、該当するシス
テム整理番号と周波数帯区分を記入して下さい。 
（記入例） 
「通信量」で、1 / c、1 / eについては選択肢 1、2 / cについては選択肢 3を回答する場合。 

【回答欄】 

実運用時間 システム / 周波数帯 

1． 4時間以内 / 日 1 / c , 1 / e 

2． 4時間超 8時間以内 / 日  

3． 8時間超 16時間以内 / 日 2 / c 

4． 16時間超 24時間以内 / 日  

 
（注） 「1 / c」等を回答欄に記入するに当たっては、基本情報を用いて下さい。「1」はシステム整理番号、「c」

は周波数帯を示しています。 
 

 複数回答の場合（システム / 周波数帯単位） 
システム / 周波数帯ごとに複数の選択肢を選んで回答する場合、設問文中に「該当する番号をすべ
て選び」と記載されています。以下の記入例を参照し、該当する番号をすべて選び、該当するシステ

ム整理番号と周波数帯区分を記入して下さい。 
（記入例） 
「移行困難である理由」で、1 / c、1 / e、2 / cについては選択肢 1、2 / cについては選択肢 3を回
答する場合。 
【回答欄】（複数回答可） 

移行困難な理由 システム / 周波数帯

1． 非常災害時等における信頼性が確保できないため 1 / c , 1 / e , 2 / c 

2． 経済的な理由のため  

3． 地理的に制約があるため 2 / c 

4． 必要な通信（伝搬）距離が確保できないため  

5． 必要な回線品質が確保できないため  

6． 国際的に決められた周波数帯であるため  

7． 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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 自由記述回答の場合 
自由記述回答で他の無線局と同じ回答を記載される場合は、同じ回答を記載していただく作業を省

略するために、以下の記入例を参照し、回答欄の「具体的な施策については、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入して下さい。 
（記入例） 
具体的な有効利用施策を実行している場合で、自由記述が「関移第○●○●号」と同じ場合。 

【回答欄】 
具体的な施策 
 
 
具体的な施策については、無線局（ 関移第○●○●号 ）と同じ回答とする。 

 
 

 回答値の有効桁数が指定されている場合 
実数回答で有効桁数が指定されている場合は、必ず指定されている桁数で回答して下さい。 
（記入例） 
「運用可能時間については、小数点以下第 2位を四捨五入し、小数点以下第 1位まで記入。」と記
載されている場合。 
【回答欄】 

運用可能時間             【   80.0   】時間 

 
 

 選択肢ごとに数値を記載する場合 
選択肢の区分ごとに該当する送信装置数を記載する場合は、以下のようにそれぞれの区分に該当す

る送信装置数を記入して下さい。 
（記入例） 
「1 / cについて 1年以上 3年未満使用している送信装置数が 4装置、3年以上 6年未満使用してい
る送信装置数が 2装置、1 / eについて 6年以上 9年未満使用している送信装置数が 10装置、2 / cに
ついて 15年以上 20年未満使用している送信装置数が 6装置ある場合。 
【回答欄】 

システム / 周波数帯 
使用年数 

1 / c 1 / e 2 / c  

1． 1年未満 装置 装置 装置 装置

2． 1年以上 3年未満 4装置 装置 装置 装置

3． 3年以上 6年未満 2装置 装置 装置 装置

4． 6年以上 9年未満 装置 10装置 装置 装置

5． 9年以上 12年未満 装置 装置 装置 装置

6． 12年以上 15年未満 装置 装置 装置 装置

7． 15年以上 20年未満 装置 装置 6装置 装置

8． 20年以上 装置 装置 装置 装置
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 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、以下の記入例を参照のうえ、別紙に設問番号と回答を記載し、調査票に

添付して提出して下さい。 
（記入例） 
Q1.01の回答欄が不足する場合。 
Q1.01 
具体的な用途： 
△△△△△△△△○○○○○○○○△△△△△△△△○○○○○○○○ 
△△△△△△△△○○○○○○○○△△△△△△△△○○○○○○○○ 
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基本情報記載欄（移動業務） 
免許人名  

（ 〒     －      ) 
免許人住所 

 

記入者名  

所属部署名  

TEL  

FAX  

E-mail  
 

無線局情報 
当該無線局の免許番号を記入して下さい。 

免許番号  
 
当該無線局のシステム整理番号を記入し、該当する周波数帯の欄をチェックして下さい。 

周波数帯区分 
a b c d e システム 

整理番号 
26.175MHz以下 

26.175MHz超 

50MHz以下 

50MHz超 

222MHz以下 

222MHz超 

335.4MHz以下 

335.4MHz超 

770MHz以下 

      

      

      
（注）  システム整理番号は、7 ページの「システム一覧表」を参照して該当するシステム整理番号を記入

して下さい。 
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システム一覧表 

システム整理番号 システム名 
1 防災無線（基地局・携帯基地局） 
2 県防災端末系無線（基地局・携帯基地局） 
3 県防災端末系デジタル無線（基地局・携帯基地局） 
4 市町村防災用無線（基地局・携帯基地局） 
5 市町村防災用デジタル無線（基地局・携帯基地局） 
6 防災テレメーター（移動系）（基地局・携帯基地局） 
7 公共業務用無線（基地局・携帯基地局・陸上移動中継局） 
8 消防用無線（基地局・携帯基地局） 
9 救急医療用無線（基地局・携帯基地局） 
10 気象用無線（基地局・携帯基地局） 
11 水防道路用無線（基地局・携帯基地局） 
12 K-COSMOS（基地局・携帯基地局・陸上移動中継局） 
13 道路管理用無線（基地局・携帯基地局） 
14 道路管理用デジタル無線（基地局・携帯基地局） 
15 ガス事業用無線（基地局・携帯基地局） 
16 電気事業用無線（基地局・携帯基地局） 
17 電気事業用デジタル無線（基地局・携帯基地局） 
18 陸上運輸用無線（基地局・携帯基地局） 
19 列車無線（基地局・携帯基地局） 
20 電気通信事業運営用無線（基地局・携帯基地局） 
21 テレメーター用無線（移動系）（基地局・携帯基地局） 
22 電気通信業務用ページャー（無線呼出局） 
23 電気通信業務用移動多重無線（基地局・携帯基地局） 
24 電気通信業務用空港無線電話通信（基地局・携帯基地局） 
25 電気通信業務用デジタル空港無線電話通信（基地局・携帯基地局） 
26 放送連絡用無線（基地局・携帯基地局） 
27 放送連絡用RZ-SSB無線（基地局・携帯基地局） 
28 放送素材伝送用無線（基地局・携帯基地局） 
29 放送素材伝送用無線（陸上移動局・携帯局） 
30 有線テレビジョン放送事業用無線（基地局・携帯基地局） 
31 ラジオマイク用無線（陸上移動局・携帯局） 
32 船舶無線（海岸局） 
33 航空無線（航空局） 
34 航空管制用無線（航空局） 
35 飛行援助用無線（航空局） 
36 航空関係事業用（基地局・携帯基地局） 
37 航空機製造修理事業用無線（航空局） 
38 航空無線データ通信用無線（航空局） 

 
以下、設問に回答して下さい。 
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設問票 

Q1 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） 

Q1.01 具体的な用途  
無線局をどのような用途に使用していますか。システム / 周波数帯ごとに以下の選択肢から該当

する番号を 1つ選び、回答欄に該当するシステム整理番号と周波数帯区分を記入して下さい。 
【回答欄】 

具体的な用途 システム / 周波数帯 

1． 陸上通信用  

(1) 防災用  

(2) 自営用（防災用及び放送事業用を除く）  

(3) 電気通信業務用  

2． 放送事業用  

3． 船舶通信用  

4． 航空通信用  

 

Q2 無線局の管理体制 
Q2.01 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。以下の選択肢から

該当する番号を 1つ選び、○で囲んで下さい。 
（注）  「管理規程」とは、無線局の管理・運用・保守を行うに当たって、免許人において必要な事項を定

めたものとし、保守委託契約を含むものとします。 
【回答欄】 

1． はい 2． いいえ 

 
Q2.02 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。以下の選択肢から該当する番号を 1つ選び、○で囲んで
下さい。 
（注）  「管理責任者」とは、無線局の管理・運用・保守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。 
【回答欄】 

1． はい 2． いいえ 

 



総務省 平成 17年電波の利用状況調査（７７０MHz 以下のもの） 
調査票【移動業務】 

9 

Q2.03 災害・故障時等の連絡体制の有無 
無線局において、災害・故障時等に関係部署との連絡・調整体制を文書等により明確化しています

か。以下の選択肢から該当する番号を 1つ選び、○で囲んで下さい。 
（注）  「文書等」とは、記載されている社則やマニュアルのように文書化されているものとし、電子ファ

イル化されているものも含みます。 
【回答欄】 

1． はい 2． いいえ 

 
Q2.04 点検の規定の有無 
無線局の点検の方法について規定していますか。以下の選択肢から該当する番号を 1つ選び、○で
囲んで下さい。 
【回答欄】 

1． はい 2． いいえ 

 
Q2.05 点検実施の有無 
無線局において、周波数・空中線電力・スプリアス等について、測定器による装置の点検を実施し

ていますか。以下の選択肢から該当する番号を 1つ選び、○で囲んで下さい。 
【回答欄】 

1． はい 2． いいえ 

 

Q3 通信量の管理の有無 
Q3.01 通信量の管理の有無 
通信量を管理していますか。以下の選択肢から該当する番号を 1つ選び、○で囲んで下さい。 

（注）  「通信量の管理」とは、実際の通信回数・通信時間等を管理（把握）することとします。 
【回答欄】 

1． はい 2． いいえ 
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Q4 無線設備の使用年数 
Q4.01 無線設備の使用年数 
無線設備の使用年数について、回答欄に該当するシステム整理番号と周波数帯区分を記入し、その

システム整理番号と周波数帯区分ごとに、以下の使用年数に該当する送信装置数を記入して下さい。 
（注）  使用開始年月は、送信装置の設置後、実際に設備の運用を開始した日とします。ただし、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から使用年数を判断して記入して下さい。 
【回答欄】 

システム / 周波数帯 
使用年数 

    

1． 1年未満 装置 装置 装置 装置

2． 1年以上 3年未満 装置 装置 装置 装置

3． 3年以上 6年未満 装置 装置 装置 装置

4． 6年以上 9年未満 装置 装置 装置 装置

5． 9年以上 12年未満 装置 装置 装置 装置

6． 12年以上 15年未満 装置 装置 装置 装置

7． 15年以上 20年未満 装置 装置 装置 装置

8． 20年以上 装置 装置 装置 装置

 

Q5 予備電源による運用可能時間 
Q5.01 運用可能時間 
発動発電機や蓄電池（建物からの予備電源供給を含む。）の予備電源を保有していますか。以下の

選択肢から該当する番号を 1つ選び、○で囲んで下さい。保有している場合（選択肢「1.」又は「2.」
を選択した場合）は、その予備電源による運用可能時間について、時間単位（小数点以下第 2位を四
捨五入し、小数点以下第 1位まで記入）で記入して下さい。 
（注1）  当該調査票の対象となっている陸上移動局及び携帯局は、回答不要です。 
（注2）  複数の予備電源を保有している場合は、それらの運用可能時間の合計を記入して下さい。 
（注3）  発動発電機の運用可能時間は、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）

な時間とします。 
（注4）  蓄電池の運用可能時間は、設計値の時間とします。 
【回答欄】 

1． 予備電源を保有している（商用電源の 2ルート化も行っている） 

2． 予備電源を保有している（商用電源の 2ルート化を行っていない） 

3． 予備電源を保有していない（商用電源の 2ルート化を行っている） 

4． 予備電源を保有していない（商用電源の 2ルート化も行っていない） 

 
「1．」又は「2．」を選択した場合、運用可能時間を記入して下さい。 

【回答欄】 

運用可能時間    【          】時間 
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Q6 電波を有効利用するための計画 
Q6.01 デジタル技術 
無線局において、電波を有効利用するため、デジタル技術を導入しているか又は導入を予定してい

ますか。システム / 周波数帯ごとに以下の選択肢から該当する番号を 1 つ選び、回答欄に該当する
システム整理番号と周波数帯区分を記入して下さい。 
（注） この設問におけるデジタル技術とは、RZSSB（実数零点単側波帯）変調方式を含むこととします。 
【回答欄】 

デジタル技術 システム / 周波数帯

1． 導入済み  

2． 3年以内に導入予定  

3． 3年超に導入予定  

4． 将来新しいデジタルシステムについて提示されれば、導入を検討予定  

5． 導入予定なし  

 
Q6.02 デジタル技術以外の有効利用施策 
無線局において、電波を有効利用するため、デジタル技術以外に実行又は計画している施策があり

ますか。実行又は計画している施策がある場合は、具体的に記入し、回答欄に該当するシステム整理

番号と周波数帯区分を記入して下さい。 
（注） 実行又は計画していない場合は記載不要です。 
【回答欄】 

具体的な施策 システム / 周波数帯

 
 
 
 
 

具体的な施策については、無線局（       ）と同じ回答とする。
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Q7 通信の相手方となる無線局（受信設備を含む。）の数 
Q7.01 通信の相手方となる無線局及び受信設備の数 
通信の相手方となる無線局及び受信設備の数について、回答欄に該当するシステム整理番号と周波

数帯区分を記入し、そのシステム整理番号と周波数帯区分ごとに、無線局数及び受信設備の数をそれ

ぞれ記入して下さい。通信の相手方となる無線局が複数の基地局等を相手に通信している場合は、案

分して、小数点以下第 2位を四捨五入し、小数点以下第 1位まで記入して下さい。  
（注1）  電気通信業務用ページャーの場合は、各総合通信局管内の加入者数を管内の無線呼出局数で案分し

て記入して下さい。 
（注2）  航空通信（ATCに係るものを除く）の場合は、免許人が開設している全国の航空機数を全国の航空

局数で案分して記入して下さい。 
（注3）  航空局及び海岸局に限り、通信の相手方が不特定多数の場合は、無線局数の欄に「不特定多数」と

記入して下さい。 
（注4）  通信の相手方となる受信設備は、他の無線局と共用するものを含みます。 
【回答欄】 

システム / 周波数帯 無線局数 受信設備数 

 局   台   

 局   台   

 局   台   

 局   台   

 

Q8 通信量 
Q8.01 実運用時間（平均運用時間） 

1日当たりの運用時間について、システム / 周波数帯ごとに本調査票記入日の直近 6ヶ月以内の任
意の連続した 7日間（通信記録をされていない場合は、本調査期間中の任意の連続した 7日間）にお
ける 1日当たりの平均値を算出し、各々以下の選択肢から該当する番号を 1つ選び、回答欄に該当す
るシステム整理番号と周波数帯区分を記入して下さい。 
（注） 連絡設定を行うことなく、回線が常時接続されている場合は 24時間とします。 
【回答欄】 

実運用時間 システム / 周波数帯 

1． 4時間以内 / 日  

2． 4時間超 8時間以内 / 日  

3． 8時間超 16時間以内 / 日  

4． 16時間超 24時間以内 / 日  
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Q9 他の電気通信手段への代替の可能性 
Q9.01 電気通信サービス（有線系又は無線系）への代替可能性 
現在自営通信を行っている場合は、通信を電気通信サービス（有線系又は無線系）に代替すること

は可能ですか。また、現在電気通信サービスを行っている場合は、通信を他の電気通信サービス（有

線系又は無線系）に代替することは可能ですか。 
システム / 周波数帯ごとに、＜代替可能な場合＞又は＜代替困難な場合＞のいずれか一方を選択

のうえ、それぞれの選択肢から該当する番号を１つ選び、回答欄に該当するシステム整理番号と周波

数帯区分を記入して下さい。 
 

＜代替可能な場合＞ 
代替可能な場合は、代替可能な時期について、システム / 周波数帯ごとに以

下の選択肢から該当する番号を 1つ選び、回答欄に該当するシステム整理番号と
周波数帯区分を記入して下さい。 

  【回答欄】 
代替可能な時期 システム / 周波数帯 

1． 1年以内  

2． 1年超 3年以内  

3． 3年超 5年以内  

4． 5年超  
 

＜代替困難な場合＞ 
代替困難な場合は、代替困難な理由について、システム / 周波数帯ごとに以下
の選択肢から該当する番号をすべて選び、回答欄に該当するシステム整理番号と
周波数帯区分を記入して下さい。 
（注） 「8．その他」を選択した場合は、具体的な理由を記入して下さい。 

  【回答欄】（複数回答可） 
代替困難な理由 システム / 周波数帯

1． 非常災害時等における信頼性が確保できないため  

2． 経済的な理由のため  

3． 地理的に制約があるため  

4． 必要な回線品質が確保できないため  

5． 電気通信サービスを既に提供しているため  

6． 代替可能な電気通信サービス（有線系又は無線系）

が提供されていないため  

7． 国際的に決められたシステムであるため  

8． 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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Q9.02 他の周波数帯への移行可能性 
当該無線局と同じ業務の目的を遂行する他の周波数のシステムへの移行は可能ですか。 
システム / 周波数帯ごとに、＜移行可能な場合＞又は＜移行困難な場合＞のいずれか一方を選択

のうえ、それぞれの選択肢から該当する番号を１つ選び、回答欄に該当するシステム整理番号と周波

数帯区分を記入して下さい。 
 

＜移行可能な場合＞ 
移行可能な場合は、移行可能な時期について、システム / 周波数帯ごとに以

下の選択肢から該当する番号を 1つ選び、回答欄に該当するシステム整理番号と
周波数帯区分を記入して下さい。 

  【回答欄】 
移行可能な時期 システム / 周波数帯 

1． 1年以内  

2． 1年超 3年以内  

3． 3年超 5年以内  

4． 5年超  

5． 将来代替可能な周波数が提示されれば、移行を検討

予定  

 
＜移行困難な場合＞ 

移行困難な場合は、移行困難な理由について、システム / 周波数帯ごとに以下
の選択肢から該当する番号をすべて選び、回答欄に該当するシステム整理番号と
周波数帯区分を記入して下さい。 
（注） 「7．その他」を選択した場合は、具体的な理由を記入して下さい。 

  【回答欄】（複数回答可） 
移行困難な理由 システム / 周波数帯

1． 非常災害時等における信頼性が確保できないため  

2． 経済的な理由のため  

3． 地理的に制約があるため  

4． 必要な通信（伝搬）距離が確保できないため  

5． 必要な回線品質が確保できないため  

6． 国際的に決められた周波数帯であるため  

7． 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。 

 
 
 

 
 
以上で本調査の設問は終了です。 
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なお、本調査に関してご意見、電波を有効利用するために構想中の施策案、要望等ございましたら

以下の欄内にご記入下さい。今後の調査の参考にさせていただきます。 
【ご意見】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本調査にご協力いただきありがとうございました。 


