
調査対象
システム 800MHz帯映像FPU 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 川崎市 
測定日時： 2013. 08. 25 
                       11:54-13:54 
測定条件： 
     周波数帯：700MHz帯 
     電圧：-5dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定表示は、8月25日11時54
分から13時54分までの間、
700MHz帯（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
・実際の測定は、8月24日21時
から24時間実施 
 
◆調査結果： 
・サンプルは、25日11時54分か
ら12時24分までの間、約9MHz
幅が約30分間連続して利用さ
れている。 
・これは、24時間テレビ・マラソ

ンで、川崎市宮前区を通過・休
憩時の放送中継に使用された
FPUの発射状況。 
   
◆注意事項/制約条件 
・テレビ中継（24時間テレビ） 

川崎市におけるFPUの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯映像FPU 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 東海市 
測定日時： 2013. 11. 03 
                       07:48-09:48 
測定条件： 
     周波数帯：700MHz帯 
     電圧：-0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数をと
り、当該システムの利用状況を表
している。 
・測定表示は、11月3日07時48分
から09時48分までの間、700MHz
帯（10MHz幅）を測定し、黒いドッ

トが電波が発射されていることを
示す。 
・実際の測定は、11月3日7時から
14時まで実施 
 
◆調査結果： 
・サンプルは、3日8時30分から8
時40分までの間、約9MHz幅が約
10分間連続して利用されている。 
・これは、全日本大学駅伝で、名
古屋市熱田区（熱田神社）をス
タート後弥富市を通過時の放送
中継に使用されたFPUの発射状
況。 
   
◆注意事項/制約条件 
・テレビ中継（全日本大学駅伝） 

東海市におけるFPUの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯映像FPU 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 津市 
測定日時： 2013. 11. 03 
                       10:34-12:34 
測定条件： 
     周波数帯：700MHz帯 
     電圧：-0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数をと
り、当該システムの利用状況を表
している。 
・測定表示は、11月3日10時34分
から12時34分までの間、700MHz
帯（10MHz幅）を測定し、黒いドッ

トが電波が発射されていることを
示す。 
・実際の測定は、11月3日7時から
14時まで実施 
 
◆調査結果： 
・サンプルは、3日11時20分から
11時45分までの間、約9MHz幅が
約25分間連続して利用されてい
る。 
・これは、全日本大学駅伝で、津
市上浜町を通過時の放送中継に
使用されたFPUの発射状況。 
   
◆注意事項/制約条件 
・テレビ中継（全日本大学駅伝） 

津市におけるFPUの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯映像FPU 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 松坂市 
測定日時： 2013. 11. 03 
                       11:08-13:08 
測定条件： 
     周波数帯：700MHz帯 
     電圧：-0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数をと
り、当該システムの利用状況を表
している。 
・測定表示は、11月3日11時08分
から13時08分までの間、700MHz
帯（10MHz幅）を測定し、黒いドッ

トが電波が発射されていることを
示す。 
・実際の測定は、11月3日7時から
14時まで実施 
 
◆調査結果： 
・サンプルは、3日11時40分から
12時30分までの間、約9MHz幅が
約50分間連続して利用されてい
る。 
・これは、全日本大学駅伝で、松
坂市豊原町を通過時の放送中継
に使用されたFPUの発射状況。 
   
◆注意事項/制約条件 
・テレビ中継（全日本大学駅伝） 

松坂市におけるFPUの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯映像FPU 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 千代田区 
測定日時： 2014. 01.02 
                       05:00-13:00 
測定条件： 
     周波数帯：700MHz帯 
     電圧：15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定表示は、1月2日5時から
13時までの間、700MHz帯
（10MHz幅）を測定し、黒いドッ

トが電波が発射されていること
を示す。 
・実際の測定は、1月2日5時か
ら16時まで実施 
 
 
◆調査結果： 
・サンプルは、2日5時から8時
までの間、約9MHz幅が約3時
間連続して利用されている。 
・2014年東京箱根間往復大学
駅伝競走で、大手町スタート時
の放送中継に使用されたFPU
の発射状況。 
   
◆注意事項/制約条件 
・テレビ中継（箱根駅伝） 

千代田区におけるFPUの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯映像FPU 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 小田原市 
測定日時： 2014. 01.02 
                       11:02-13:02 
測定条件： 
     周波数帯：700MHz帯 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定表示は、1月2日11時02
分から13時02分までの間、
700MHz帯（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
・実際の測定は、1月2日5時か
ら16時まで実施 
 
◆調査結果： 
・サンプルは、2日11時50分か
ら12時20分までの間、約9MHz
幅が約30分間連続して利用さ
れている。 
・2014年東京箱根間往復大学
駅伝競走で、1日目小田原中

継所の実況中継に使用された
FPUの発射状況。 
   
◆注意事項/制約条件 
・テレビ中継（箱根駅伝） 

小田原市におけるFPUの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯映像FPU 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 小田原市 
測定日時： 2014. 01.03 
                       08:18-10:18 
測定条件： 
     周波数帯：700MHz帯 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定表示は、1月3日8時18分
から10時18分までの間、
700MHz帯（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
・実際の測定は、1月3日5時か
ら16時まで実施 
 
◆調査結果： 
・サンプルは、3日9時10分から
9時30分までの間、約9MHz幅
が約20分間連続して利用され
ている。 
・2014年東京箱根間往復大学
駅伝競走で、2日目小田原中

継所の実況中継に使用された
FPUの発射状況。 
   
◆注意事項/制約条件 
・テレビ中継（箱根駅伝） 

小田原市におけるFPUの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯映像FPU 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 千代田区 
測定日時： 2014. 01.03 
                       12:40-14:40 
測定条件： 
     周波数帯：700MHz帯 
     電圧：15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定表示は、1月3日12時40
分から14時40分までの間、
700MHz帯（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
・実際の測定は、1月3日5時か
ら16時まで実施 
 
◆調査結果： 
・サンプルは、2日13時15分か
ら13時55分までの間、約9MHz
幅が約40分連続して利用され
ている。 
・2014年東京箱根間往復大学

駅伝競走で、大手町ゴール時
の放送中継に使用されたFPU
の発射状況。 
   
◆注意事項/制約条件 
・テレビ中継（箱根駅伝） 

千代田区におけるFPUの発射状況 

参-8



調査対象
システム 800MHz帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A型） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 幕張メッセ 
測定日時： 2013. 09.21 
                       11:00-14:00 
測定条件： 
     中心周波数：775MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、9月21日11時から14
時までの間、770MHz～
780MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、東京ゲームショ
ウが開催されていた21日11時
から14時までの間、約10MHz
幅で使用されていた特定ラジ
オマイクの利用状況である。   
◆注意事項/制約条件 
・特定ラジオマイクは、
770.25MHｚ～778.75MHz（69
波）・778.875MHz～
797.125MHz（147波）が使用可
能。（125kHz間隔) 

幕張メッセにおける特定ラジオマイクの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A型） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 幕張メッセ 
測定日時： 2013. 09.21 
                       11:19-13:50 
測定条件： 
     中心周波数：785MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、9月21日11時19分か
ら13時50分までの間、780MHz
～790MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、東京ゲームショ
ウが開催されていた21日11時
19分から13時50分までの間、
約10MHz幅で使用されていた

特定ラジオマイクの利用状況
である。   
◆注意事項/制約条件 
・特定ラジオマイクは、
770.25MHｚ～778.75MHz（69
波）・778.875MHz～
797.125MHz（147波）が使用可
能。（125kHz間隔) 

幕張メッセにおける特定ラジオマイクの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A型） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 幕張メッセ 
測定日時： 2013. 09.21 
                       14:00-17:00 
測定条件： 
     中心周波数：795MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、9月21日14時から17
時までの間、790MHz～
800MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、東京ゲームショ
ウが開催されていた21日14時
から17時までの間、約10MHz
幅で使用されていた特定ラジ
オマイクの利用状況である。   
◆注意事項/制約条件 
・特定ラジオマイクは、
770.25MHｚ～778.75MHz（69
波）・778.875MHz～
797.125MHz（147波）が使用可
能。（125kHz間隔) 

幕張メッセにおける特定ラジオマイクの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A型） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 幕張メッセ 
測定日時： 2013. 09.21 
                       13:59-16:59 
測定条件： 
     中心周波数：805MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、9月21日13時59分か
ら16時59分までの間、800MHz
～810MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、東京ゲームショ
ウが開催されていた21日13時
59分から16時59分までの間、
約10MHz幅で使用されていた

特定ラジオマイクの利用状況
である。   
◆注意事項/制約条件 
・特定ラジオマイクは、
797.125MHｚ～805.875MHz
（71波）・806.125MHz～
809.75MHz（29波）が使用可能。
（125kHz間隔) 

幕張メッセにおける特定ラジオマイクの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A型） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 東京ビックサイト 
測定日時： 2013. 11.25 
                       09:29-17:29 
測定条件： 
     中心周波数：783.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、11月25日9時29分か
ら17時29分までの間、
778.5MHz～788.5MHz（10MHz
幅）を測定し、黒いドットが電波
が発射されていることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、東京モーター
ショウが開催された25日9時29
分から17時29分までの間、約
10MHz幅で使用されていた特

定ラジオマイクの利用状況であ
る。まんべんなく、割り当てられ
た周波数が利用されている。   
◆注意事項/制約条件 
・特定ラジオマイクは、
778.875MHz～797.125MHz
（147波）が使用可能。（125kHz
間隔) 

東京ビックサイト（１１／２５）における特定ラジオマイクの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A型） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 東京ビックサイト 
測定日時： 2013. 11.26 
                       09:39-17:39 
測定条件： 
     中心周波数：783.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、11月26日9時39分か
ら17時39分までの間、
778.5MHz～788.5MHz（10MHz
幅）を測定し、黒いドットが電波
が発射されていることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、東京モーター
ショウが開催された26日9時39
分から17時39分までの間、約
10MHz幅で使用されていた特

定ラジオマイクの利用状況であ
る。まんべんなく、割り当てられ
た周波数が利用されている。   
◆注意事項/制約条件 
・特定ラジオマイクは、
778.875MHz～797.125MHz
（147波）が使用可能。（125kHz
間隔) 

東京ビックサイト（１１／２６）における特定ラジオマイクの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A型） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 東京ビックサイト 
測定日時： 2013. 11.27 
                       09:39-17:39 
測定条件： 
     中心周波数：783.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、11月27日9時39分か
ら17時39分までの間、
778.5MHz～788.5MHz（10MHz
幅）を測定し、黒いドットが電波
が発射されていることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、東京モーター
ショウが開催された27日9時39
分から17時39分までの間、約
10MHz幅で使用されていた特

定ラジオマイクの利用状況であ
る。まんべんなく、割り当てられ
た周波数が利用されている。   
◆注意事項/制約条件 
・特定ラジオマイクは、
778.875MHz～797.125MHz
（147波）が使用可能。（125kHz
間隔) 

東京ビックサイト（１１／２７）における特定ラジオマイクの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A型） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 東京ビックサイト 
測定日時： 2013. 11.28 
                       09:29-17:29 
測定条件： 
     中心周波数：783.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、11月28日9時29分か
ら17時29分までの間、
778.5MHz～788.5MHz（10MHz
幅）を測定し、黒いドットが電波
が発射されていることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、東京モーター
ショウが開催された28日9時29
分から17時29分までの間、約
10MHz幅で使用されていた特

定ラジオマイクの利用状況であ
る。まんべんなく、割り当てられ
た周波数が利用されている。   
◆注意事項/制約条件 
・特定ラジオマイクは、
778.875MHz～797.125MHz
（147波）が使用可能。（125kHz
間隔) 

東京ビックサイト（１１／２８）における特定ラジオマイクの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A型） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 東京ビックサイト 
測定日時： 2013. 11.29 
                       09:34-17:34 
測定条件： 
     中心周波数：783.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、11月29日9時34分か
ら17時34分までの間、
778.5MHz～788.5MHz（10MHz
幅）を測定し、黒いドットが電波
が発射されていることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、東京モーター
ショウが開催された29日9時34
分から17時34分までの間、約
10MHz幅で使用されていた特

定ラジオマイクの利用状況であ
る。まんべんなく、割り当てられ
た周波数が利用されている。   
◆注意事項/制約条件 
・特定ラジオマイクは、
778.875MHz～797.125MHz
（147波）が使用可能。（125kHz
間隔) 

東京ビックサイト（１１／２９）における特定ラジオマイクの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A型） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 東京ビックサイト 
測定日時： 2013. 11.25 
                       09:29-17:29 
測定条件： 
     中心周波数：801.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、11月25日9時29分か
ら17時29分までの間、
796.5MHz～806.5MHz（10MHz
幅）を測定し、黒いドットが電波
が発射されていることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、東京モーター
ショウが開催された25日9時29
分から17時29分までの間、約
10MHz幅で使用されていた特

定ラジオマイクの利用状況であ
る。まんべんなく、割り当てられ
た周波数が利用されている。   
◆注意事項/制約条件 
・特定ラジオマイクは、
778.875MHz～797.125MHz
（147波）797.125MHｚ～
805.875MHz（71波）・
806.125MHz～809.75MHz（29
波）が使用可能。 
（125kHz間隔) 

東京ビックサイト（１１／２５）における特定ラジオマイクの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A型） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 東京ビックサイト 
測定日時： 2013. 11.26 
                       09:39-17:39 
測定条件： 
     中心周波数：801.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、11月26日9時39分か
ら17時39分までの間、
796.5MHz～806.5MHz（10MHz
幅）を測定し、黒いドットが電波
が発射されていることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、東京モーター
ショウが開催された26日9時39
分から17時39分までの間、約
10MHz幅で使用されていた特

定ラジオマイクの利用状況であ
る。まんべんなく、割り当てられ
た周波数が利用されている。   
◆注意事項/制約条件 
・特定ラジオマイクは、
778.875MHz～797.125MHz
（147波）797.125MHｚ～
805.875MHz（71波）・
806.125MHz～809.75MHz（29
波）が使用可能。 
（125kHz間隔) 

東京ビックサイト（１１／２６）における特定ラジオマイクの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A型） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 東京ビックサイト 
測定日時： 2013. 11.27 
                       09:44-17:44 
測定条件： 
     中心周波数：801.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、11月27日9時44分か
ら17時44分までの間、
796.5MHz～806.5MHz（10MHz
幅）を測定し、黒いドットが電波
が発射されていることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、東京モーター
ショウが開催された27日9時44
分から17時44分までの間、約
10MHz幅で使用されていた特

定ラジオマイクの利用状況であ
る。まんべんなく、割り当てられ
た周波数が利用されている。   
◆注意事項/制約条件 
・特定ラジオマイクは、
778.875MHz～797.125MHz
（147波）797.125MHｚ～
805.875MHz（71波）・
806.125MHz～809.75MHz（29
波）が使用可能。 
（125kHz間隔) 

東京ビックサイト（１１／２７）における特定ラジオマイクの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A型） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 東京ビックサイト 
測定日時： 2013. 11.28 
                       09:34-17:34 
測定条件： 
     中心周波数：801.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、11月28日9時34分か
ら17時34分までの間、
796.5MHz～806.5MHz（10MHz
幅）を測定し、黒いドットが電波
が発射されていることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、東京モーター
ショウが開催された28日9時34
分から17時34分までの間、約
10MHz幅で使用されていた特

英ラジオマイクの利用状況であ
る。まんべんなく、割り当てられ
た周波数が利用されている。   
◆注意事項/制約条件 
・特定ラジオマイクは、
778.875MHz～797.125MHz
（147波）797.125MHｚ～
805.875MHz（71波）・
806.125MHz～809.75MHz（29
波）が使用可能。 
（125kHz間隔) 

東京ビックサイト（１１／２８）における特定ラジオマイクの発射状況 
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調査対象
システム 800MHz帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A型） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 東京ビックサイト 
測定日時： 2013. 11.29 
                       09:34-17:34 
測定条件： 
     中心周波数：801.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、11月29日9時34分か
ら17時34分までの間、
796.5MHz～806.5MHz（10MHz
幅）を測定し、黒いドットが電波
が発射されていることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、東京モーター
ショウが開催された29日9時34
分から17時34分までの間、約
10MHz幅で使用されていた特

定ラジオマイクの利用状況であ
る。まんべんなく、割り当てられ
た周波数が利用されている。   
◆注意事項/制約条件 
・特定ラジオマイクは、
778.875MHz～797.125MHz
（147波）797.125MHｚ～
805.875MHz（71波）・
806.125MHz～809.75MHz（29
波）が使用可能。 
（125kHz間隔) 

東京ビックサイト（１１／２９）における特定ラジオマイクの発射状況 
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調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 北海道総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 札幌市豊平区 
測定日時： 2013. 06.03 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・6月3日0時から24時までの間、
900MHz～905MHz（5MHz幅）、
0dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線

通信）では、入感がない。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、904.25MHz～
905.00MHzの帯域で、15時か
ら18時頃に若干の入感が見受
けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 

札幌市豊平区における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 
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調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 東北総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 仙台市青葉区 
測定日時： 2013. 06.03 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・6月3日0時から24時までの間、
900MHz～905MHz（5MHz幅）、
0dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線

通信）では、入感がない。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、904.00MHz～
905.00MHzの帯域で、9時から
15時頃に若干の入感が見受け
られる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

仙台市青葉区における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 
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調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 関東総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 千代田区 
測定日時： 2013. 06.03 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：15dBμV以上 
・6月3日0時から24時までの間、
900MHz～905MHz（5MHz幅）、
15dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線
通信）では、902.75MHzに10時

頃にポイント的な入感がある。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、5時から20時頃

まで頻繁に入感が見受けられ
る。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 

千代田区内における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 
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調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 信越総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 長野市 
測定日時： 2013. 06.03 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：2dBμV以上 
・6月3日0時から24時までの間、
900MHz～905MHz（5MHz幅）、
2dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線

通信）では、入感がない。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、903.00MHz～
903.75MHzの帯域で、6時から
15時頃に若干の入感が見受け
られる。特に、903MHz及び
903.25MHzは、連続して入感し
ている。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

長野市における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 
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調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 北陸総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 石川県内灘町 
測定日時： 2013. 06.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：2dBμV以上 
・6月4日0時から24時までの間、
900MHz～905MHz（5MHz幅）、
2dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒色のドットが電波が
発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線

通信）では、入感がない。 
・903MHz～905MHz（パーソナ

ル無線）でも、入感が見受けら
れない。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

石川県内灘町における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 
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調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 東海総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 名古屋市名東区 
測定日時： 2013. 06.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・6月4日0時から24時までの間、
900MHz～905MHz（5MHz幅）、
0dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線
通信）では、2ポイント入感が見

受けられる。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、903.00MHz～
905.00MHzの帯域で、6時から
18時頃に入感が見受けられる。 
特に、905MHzに近いポイント
で、8時から12時にかけて、連
続した入感が見受けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 

名古屋市名東区における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 
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調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 近畿総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 大阪市港区 
測定日時： 2013. 06.03 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：-15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：-15dBμV以上 
・6月3日0時から24時までの間、
900MHz～905MHz（5MHz幅）、
-15dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線
通信）では、9時、12時、16時頃
の数MHzの帯域の入感は、携
帯電話の利用と思われる。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、4時から18時頃

に幅広いポイントに入感が見
受けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

大阪市港区における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 
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調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 中国総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 広島市西区 
測定日時： 2013. 06.03 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：-15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：-15dBμV以上 
・6月3日0時から24時までの間、
900MHz～905MHz（5MHz幅）、
-15dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線
通信）では、入感がない。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、13時から24時に
若干の入感が見受けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

広島市西区における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 
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調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 四国総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 松山市 
測定日時： 2013. 06.05 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：2dBμV以上 
・6月5日0時から24時までの間、
900MHz～905MHz（5MHz幅）、
2dBμV以上で入感した電波を
測定し、 2dBμV以上で入感した

電波を測定し、黒いドットが電
波が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線

通信）では、入感がない。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、904.00MHz～
905.00MHzの帯域で、6時から
15時までの間に若干の入感が
見受けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

松山市における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 
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調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 九州総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 福岡市東区 
測定日時： 2013. 06.07 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・6月7日0時から24時までの間、
900MHz～905MHz（5MHz幅）、
0dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線
通信）では、12時、19時頃に数
MHzの帯域の入感は、携帯電

話の利用と思われる。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、12時、18時頃に

ポイント的に若干の入感が見
受けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

福岡市東区における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 
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調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 沖縄総合通信事務所（６月調査） 

参考図表 測定場所： 那覇市 
測定日時： 2013. 06.07 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・6月7日0時から24時までの間、
900MHz～905MHz（5MHz幅）、
0dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線
通信）では、900.75MHzに12時
頃に数MHｚ帯域の入感がある。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、12時から15時頃

まで若干の入感が見受けられ
る。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

那覇市における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 

参-33



調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 北海道総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 札幌市豊平区 
測定日時： 2013. 12.02 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・12月2日0時から24時までの
間、900MHz～905MHz（5MHz
幅）、0dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～905MHzでは、ほと
んど入感がなく、903MHz～
905MHz（パーソナル無線）の

帯域で、数ポイント入感が見受
けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 

札幌市豊平区における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 

参-34



調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 東北総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 仙台市青葉区 
測定日時： 2013. 12.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・12月4日0時から24時までの
間、900MHz～905MHz（5MHz
幅）、0dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～905MHzでは、ほと
んど入感がなく、904.25MHzで、
12時頃から短時間の入感が見
受けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

仙台市青葉区における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 

参-35



調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 関東総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 千代田区 
測定日時： 2013. 12.02 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：15dBμV以上 
・12月2日0時から24時までの
間、900MHz～905MHz（5MHz
幅）、15dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線
通信）では、902.75MHzに10時
頃にポイント的な入感がある。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、5時から20時頃

まで頻繁に入感が、まだ、見受
けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 

千代田区内における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 

参-36



調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 信越総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 長野市 
測定日時： 2013. 12.02 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：2dBμV以上 
・12月2日0時から24時までの
間、900MHz～905MHz（5MHz
幅）、2dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～905MHzでは、ほと
んど入感がなく、903.25MHzで、
14時頃に短時間の入感が見受
けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

長野市における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 

参-37



調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 北陸総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 石川県内灘町 
測定日時： 2013. 12.03 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：2dBμV以上 
・12月3日0時から24時までの
間、900MHz～905MHz（5MHz
幅）、2dBμV以上で入感した電

波を測定し、薄い緑色のドット
が電波が発射されていたことを
示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線
通信）では、 901MHz～
904MHzの幅で、15時頃に入感
が見受けられる。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、903MHzで、深
夜に入感が見受けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

石川県内灘町における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 

参-38



調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 東海総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 名古屋市名東区 
測定日時： 2013. 12.03 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・12月3日0時から24時までの
間、900MHz～905MHz（5MHz
幅）、0dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線

通信）では、数ポイント入感が
見受けられる。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、903.00MHz～
905.00MHzの帯域で、6時から
18時頃に入感が見受けられ、

数ポイントで、連続した入感が
見受けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 

名古屋市名東区における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 

参-39



調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 近畿総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 大阪市港区 
測定日時： 2013. 12.09 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：-15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：-15dBμV以上 
・12月9日0時から24時までの
間、900MHz～905MHz（5MHz
幅）、-15dBμV以上で入感した

電波を測定し、黒いドットが電
波が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線

通信）で、数ポイントの入感が
見受けられる。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、4時から18時頃

に幅広いポイントに入感が見
受けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

大阪市港区における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 

参-40



調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 中国総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 広島市西区 
測定日時： 2013. 12.02 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：-9dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：-9dBμV以上 
・12月2日0時から24時までの
間、900MHz～905MHz（5MHz
幅）、-9dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線
通信）では、12時と13時半に携
帯の入感が見受けられる。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、20時から24時に
903MHzで連続して入感が見受
けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

広島市西区における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 

参-41



調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 四国総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 松山市 
測定日時： 2013. 12.14 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：2dBμV以上 
・12月14日0時から24時までの
間、900MHz～905MHz（5MHz
幅）、2dBμV以上で入感した電
波を測定し、 2dBμV以上で入

感した電波を測定し、薄い緑色
のドットが電波が発射されてい
たことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線

通信）では、入感がない。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、9時から18時ま

での間に数ポイントに短時間
の入感が見受けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

松山市における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 

参-42



調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 九州総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 福岡市東区 
測定日時： 2013. 12.02 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・12月2日0時から24時までの
間、900MHz～905MHz（5MHz
幅）、0dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線

通信）では、9時から16時頃に
数ポイントで携帯の入感が見
受けられる。 
・903MHz～905MHz（パーソナ

ル無線）では数ポイント入感が
見受けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

福岡市東区における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 

参-43



調査対象
システム ９００－９０５MHｚ帯  携帯無線通信及びパーソナル無線 

調査局 沖縄総合通信事務所（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 那覇市 
測定日時： 2013. 12.02 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：902.5MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・12月2日0時から24時までの
間、900MHz～905MHz（5MHz
幅）、0dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・900MHz～903MHz（携帯無線

通信）では、入感がない。 
・903MHz～905MHz（パーソナ
ル無線）では、8時から12時ま
での間、904.5MHzに連続の入
感が見受けられる。   
◆注意事項/制約条件 
・パーソナル無線は、903MHz
～905MHz（80波）が使用可能。
（25kHz間隔） 
・使用期限（2015.11.30） 
 

那覇市における携帯無線通信・パーソナル無線の発射状況 

参-44



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 北海道総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 札幌市豊平区 
測定日時： 2013. 06.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・6月4日0時から24時までの間、
905MHz～915MHz（10MHz幅）、
0dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、全帯
域で、まだ、当該業務に利用さ
れている。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

札幌市豊平区における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-45



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 東北総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 仙台市青葉区 
測定日時： 2013. 06.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・6月4日0時から24時までの間、
905MHz～915MHz（10MHz幅）、
0dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、全帯
域で、まだ、当該業務に利用さ
れている。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

仙台市青葉区における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-46



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 関東総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 千代田区 
測定日時： 2013. 06.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：15dBμV以上 
・6月4日0時から24時までの間、
905MHz～915MHz（10MHz幅）、
15dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、全帯
域で、まだ、当該業務に利用さ
れている。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

千代田区内における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-47



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 信越総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 長野市 
測定日時： 2013. 06.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：2dBμV以上 
・6月4日0時から24時までの間、
905MHz～915MHz（10MHz幅）、
2dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、
911.75MHz及び914.75MHzが、
利用されている。 
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

長野市における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-48



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 北陸総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 石川県内灘町 
測定日時： 2013. 06.05 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：4dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：4dBμV以上 
・6月5日0時から24時までの間、
905MHz～915MHz（10MHz幅）、
4dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒色のドットが電波が
発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、
905MHz～913MHzの間で、ま
だ、当該業務に利用されている。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

石川県内灘町における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-49



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 東海総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 名古屋市名東区 
測定日時： 2013. 06.05 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・6月5日0時から24時までの間、
905MHz～915MHz（10MHz幅）、
0dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、全帯
域で、まだ、当該業務に利用さ
れている。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

名古屋市名東区における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-50



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 近畿総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 大阪市港区 
測定日時： 2013. 06.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：-15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：-15dBμV以上 
・6月4日0時から24時までの間、
905MHz～915MHz（10MHz幅）、
-15dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、全帯
域で、まだ、当該業務に利用さ
れている。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

大阪市港区における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-51



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 中国総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 広島市西区 
測定日時： 2013. 06.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：-15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：-15dBμV以上 
・6月4日0時から24時までの間、
905MHz～915MHz（10MHz幅）、
-15dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、全帯
域で、まだ、当該業務に利用さ
れている。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

広島市西区における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-52



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 四国総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 松山市 
測定日時： 2013. 06.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：5dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：5dBμV以上 
・6月4日0時から24時までの間、
905MHz～915MHz（10MHz幅）、
5dBμV以上で入感した電波を
測定し、 5dBμV以上で入感した

電波を測定し、黒いドットが電
波が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、全帯
域で、まだ、当該業務に利用さ
れている。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

松山市における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-53



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 九州総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 福岡市東区 
測定日時： 2013. 06.08 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・6月8日0時から24時までの間、
905MHz～915MHz（10MHz幅）、
0dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、全帯
域で、まだ、当該業務に利用さ
れている。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

福岡市東区における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-54



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 沖縄総合通信事務所（６月調査） 

参考図表 測定場所： 那覇市 
測定日時： 2013. 06.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・6月4日0時から24時までの間、
905MHz～915MHz（10MHz幅）、
0dBμV以上で入感した電波を

測定し、黒いドットが電波が発
射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動
通信用に利用されており、 
909.5MHz～915MHzの帯域で、

まだ、当該業務に利用されてい
る。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

那覇市における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-55



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 北海道総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 札幌市豊平区 
測定日時： 2013. 12.03 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・12月3日0時から24時までの
間、905MHz～915MHz（10MHz
幅）、0dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動
通信用に利用されており、 
909.5MHz～915MHzの帯域で、

まだ、当該業務に利用されてい
る。 
・6月の調査時より減少。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

札幌市豊平区における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-56



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 東北総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 仙台市青葉区 
測定日時： 2013. 12.05 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・12月5日0時から24時までの
間、905MHz～915MHz（10MHz
幅）、0dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動
通信用に利用されており、 
909MHz～910.5MHzの帯域で、

まだ、当該業務に利用されてい
る。 
・6月の調査時より減少。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

仙台市青葉区における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-57



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 関東総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 千代田区 
測定日時： 2013. 12.03 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：15dBμV以上 
・12月3日0時から24時までの
間、905MHz～915MHz（10MHz
幅）、15dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、全帯
域で、まだ、当該業務に利用さ
れている。 
・6月の調査時と大きな変化は
ない。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

千代田区内における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-58



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 信越総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 長野市 
測定日時： 2013. 12.03 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：2dBμV以上 
・12月3日0時から24時までの
間、905MHz～915MHz（10MHz
幅）、2dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、
911.75MHz及び914.75MHzが、
利用されている。 
・6月の調査時と大きな変化は
ない。  
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

長野市における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-59



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 北陸総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 石川県内灘町 
測定日時： 2013. 12.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：2dBμV以上 
・12月4日0時から24時までの
間、905MHz～915MHz（10MHz
幅）、4dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されているが、
数ポイントの入感となっている。 
・6月の調査時には、全帯域で
利用されていた。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

石川県内灘町における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-60



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 東海総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 名古屋市名東区 
測定日時： 2013. 12.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・12月4日0時から24時までの
間、905MHz～915MHz（10MHz
幅）、0dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、全帯
域で、まだ、当該業務に利用さ
れている。 
・6月の調査時と大きな変化は
ない。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

名古屋市名東区における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-61



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 近畿総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 大阪市港区 
測定日時： 2013. 12.12 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：-15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：-15dBμV以上 
・12月12日0時から24時までの
間、905MHz～915MHz（10MHz
幅）、-15dBμV以上で入感した

電波を測定し、黒いドットが電
波が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、全帯
域で、まだ、当該業務に利用さ
れている。 
・6月の調査時と大きな変化は
ない。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

大阪市港区における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-62



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 中国総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 広島市西区 
測定日時： 2013. 12.03 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：-9dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・12月3日0時から24時までの
間、905MHz～915MHz（10MHz
幅）、-15dBμV以上で入感した

電波を測定し、黒いドットが電
波が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動
通信用に利用されており、 
905MHz～910.5MHz帯域で、

まだ、当該業務に利用されてい
る。  
・6月の調査時より減少してい
る。 
・携帯電話の利用が、若干確
認できる。  
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

広島市西区における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-63



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 四国総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 松山市 
測定日時： 2013. 12.15 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：5dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：5dBμV以上 
・12月15日0時から24時までの
間、905MHz～915MHz（10MHz
幅）、5dBμV以上で入感した電
波を測定し、 2dBμV以上で入

感した電波を測定し、黒いドット
が電波が発射されていたことを
示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動
通信用に利用されているが、   
数ポイントの入感となっている。 
・6月の調査時には、910MHz
～915MHz帯域で利用されてい
た。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

松山市における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-64



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 九州総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 福岡市東区 
測定日時： 2013. 12.08 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・12月8日0時から24時までの
間、905MHz～915MHz（10MHz
幅）、0dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動

通信用に利用されており、全帯
域で、まだ、当該業務に利用さ
れている。  
・6月の調査時と大きな変化は
ない。  
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

福岡市東区における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-65



調査対象
システム ９０５－９１５MHｚ帯  携帯無線通信（陸上移動局） 

調査局 沖縄総合通信事務所（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 那覇市 
測定日時： 2013. 12.03 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：910MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・入力電圧：0dBμV以上 
・12月3日0時から24時までの
間、905MHz～915MHz（10MHz
幅）、0dBμV以上で入感した電

波を測定し、黒いドットが電波
が発射されていたことを示す。 
◆調査結果： 
・905MHz～915MHz（携帯無線
通信）は、現在、MCA陸上移動
通信用に利用されており、 
909.5MHz～915MHzの帯域で、

まだ、当該業務に利用されてい
る。 
・6月の調査時から大きな変化
はない。   
◆注意事項/制約条件 
・MCA陸上移動通信用は、
905MHz～915MHzが使用可能。 
・使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

那覇市における携帯無線通信（陸上移動局）の発射状況 

参-66



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 北海道総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 札幌市豊平区 
測定日時： 2013. 06.05 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、6月5日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる。 
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

札幌市豊平区における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-67



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 東北総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 仙台市青葉区 
測定日時： 2013. 06.05 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、6月5日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。 
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

仙台市青葉区における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-68



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 関東総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 千代田区 
測定日時： 2013. 06.05 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、6月5日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。  
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

千代田区内における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-69



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 信越総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 長野市 
測定日時： 2013. 06.05 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、6月5日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。 
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

長野市における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-70



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 北陸総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 石川県内灘町 
測定日時： 2013. 06.06 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：4dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、6月6日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。   
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

石川県内灘町における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-71



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 東海総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 名古屋市名東区 
測定日時： 2013. 06.06 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、6月6日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。 
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

名古屋市名東区における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-72



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 近畿総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 大阪市港区 
測定日時： 2013. 06.05 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：-15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、6月5日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。 
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

大阪市港区における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-73



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 中国総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 広島市西区 
測定日時： 2013. 06.05 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：-15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、6月7日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。  
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

広島市西区における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-74



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 四国総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 松山市 
測定日時： 2013. 06.07 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、6月7日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。  
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

松山市における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-75



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 九州総合通信局（６月調査） 

参考図表 測定場所： 福岡市東区 
測定日時： 2013. 06.06 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、6月6日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。   
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

福岡市東区における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-76



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 沖縄総合通信事務所（６月調査） 

参考図表 測定場所： 那覇市 
測定日時： 2013. 06.05 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、6月5日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。 
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

那覇市における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-77



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 北海道総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 札幌市豊平区 
測定日時： 2013. 12.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、12月4日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる。   
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

札幌市豊平区における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-78



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 東北総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 仙台市青葉区 
測定日時： 2013. 12.06 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、12月6日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。   
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

仙台市青葉区における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-79



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 関東総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 千代田区 
測定日時： 2013. 12.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、12月4日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。   
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

千代田区における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-80



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 信越総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 長野市 
測定日時： 2013. 12.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、12月4日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。 
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

長野市における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-81



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 北陸総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 石川県内灘町 
測定日時： 2013. 12.05 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：4dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、12月5日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。 
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

石川県内灘町における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-82



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 東海総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 名古屋市名東区 
測定日時： 2013. 12.05 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、12月5日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。   
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 

名古屋市名東区における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-83



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 近畿総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 大阪市港区 
測定日時： 2013. 12.11 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：-15dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、12月11日00時から
24時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。 
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

大阪市港区における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-84



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 中国総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 広島市西区 
測定日時： 2013. 12.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：-10dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、12月4日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。  
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

広島市西区における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-85



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 四国総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 松山市 
測定日時： 2013. 12.16 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：2dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、12月16日00時から
24時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。   
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 
 

松山市における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-86



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 九州総合通信局（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 福岡市東区 
測定日時： 2013. 12.10 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、12月10日00時から
24時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。  
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 

福岡市東区における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-87



調査対象
システム ９４５－９５５MHｚ帯  携帯無線通信（基地局） 

調査局 沖縄総合通信事務所（１２月調査） 

参考図表 測定場所： 那覇市 
測定日時： 2013. 12.04 
                       00:00-24:00 
測定条件： 
     中心周波数：950MHz 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、12月4日00時から24
時までの間、945MHz～
955MHz（10MHz幅）を測定し、

黒いドットが電波が発射されて
いることを示す。 
◆調査結果： 
・945MHz～955MHzを使用する
携帯基地局の利用状況である。 
945MHz～950MHzを使用する

携帯基地局が常時使用されて
いる状況。   
◆注意事項/制約条件 
・ 携帯電話基地局用周波数と
して、945MHz～960MHzが割り
当てられている。 
・現在、950MHz～955MHzは、

小電力業務用に割り当てられ
ており、使用期限（2018.3.31） 
・電気通信事業者により、終了
促進措置実施中 
 
 

那覇市における携帯無線通信（基地局）の発射状況 

参-88



調査対象
システム 950MHz帯移動体識別（RFID） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 九段 
測定日時： 2013. 10.23 
                       15:33-18:33 
測定条件： 
     中心周波数：952.4MHz 
     電圧：40dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、10月23日15時33分
から18時33分までの間、
951.9MHz～952.9MHz（1MHz
幅）を測定し、黒いドットが電波
が発射されていることを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、952.4MHzを使用

するＲＦＩＤの利用状況である。
ＲＦＩＤは、電波が弱いため設備
に近接して測定したもので、常
時電波を発射し、ゲートを通過
するＩＣチップに反応し、帯域が
広がっている状況。   
◆注意事項/制約条件 
・ＲＦＩＤ設備を関東総合通信局
事務室内に設置し、模擬的に
測定したもの。 

千代田区九段におけるＲＦＩＤの発射状況 

参-89



調査対象
システム 950MHz帯音声STL 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 九段 
測定日時： 2013. 6.6 
                       12:30-14:30 
測定条件： 
     周波数帯：900MHz帯 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、6月6日12時30分か
ら14時30分までの間、900MHz
帯（2MHz幅）を測定し、黒い

ドットが電波が発射されている
ことを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、900MHz帯を使

用するＳＴＬの利用状況である。
ＳＴＬは、常時使用されている
状況。   
◆注意事項/制約条件 
・ＳＴＬ用周波数として、900MHz
が割り当てられている。周波数
移行後は、携帯基地局へ割り
当てられる。 
 

千代田区九段におけるSTLの発射状況 

参-90



調査対象
システム 950MHz帯音声STL 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 宇都宮 
測定日時： 2013.8.25 
                       13:32-20:32 
測定条件： 
     周波数帯：900MHz帯 
     電圧：0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸に時間、横軸に周波数を
とり、当該システムの利用状況
を表している。 
・測定は、8月25日13時32分か
ら20時32分までの間、900MHz
帯（1MHz幅）を測定し、黒い

ドットが電波が発射されている
ことを示す。 
◆調査結果： 
・サンプルは、900MHz帯を使

用するＳＴＬの利用状況である。
ＳＴＬは、常時使用されている
状況。   
◆注意事項/制約条件 
・ＳＴＬ用周波数として、900MHz
帯が割り当てられている。周波
数移行後は、携帯基地局へ割
り当てられる。 
 

宇都宮市におけるSTLの発射状況 

参-91



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（ビジネス街）） 

調査局 北海道総合通信局 

参考図表 
測定場所： JR札幌駅周辺 
測定日時： 2013. 6.19 
                       14時半頃 
測定条件： 
    中心周波数:2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、6月19日14時半頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

JR札幌駅周辺（ビジネス街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、JR札幌駅周辺のオフィスビル街で測定したもので、

受信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高く
なる。   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、JR札幌駅周辺のビジネス街で調査したものである。 

参-92



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（商業施設内）） 

調査局 北海道総合通信局 

参考図表 
測定場所： JR札幌駅周辺 
測定日時： 2013. 6.19 
                       14時40分頃 
測定条件： 
    中心周波数：2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、6月19日14時40分頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

JR札幌駅周辺（商業施設内）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、ファーストフード店内で測定したもので、受信レベ
ルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。   
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、JR札幌駅周辺の商業施設（ファーストフード店）内で調査した
ものである。 

参-93



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 北海道総合通信局 

参考図表 
測定場所： JR札幌駅周辺 
測定日時： 2013. 6.19 
                       14時15分頃 
測定条件： 
   中心周波数：2447.5MHz 
   受信電力：-100dBm  
  
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、6月19日14時15分頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

JR札幌駅周辺（住宅街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、高層マンションの路上で測定したもので、受信レベ
ルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。   
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、JR札幌駅周辺の住宅街（マンション密集地）で調査したもので
ある。 

参-94



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（ビジネス街）） 

調査局 東北総合通信局 

参考図表 
測定場所： 仙台市青葉区一番町 
測定日時： 2013. 6.18 
                       11時頃 
測定条件： 
    中心周波数:2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその使用周
波数範囲、下段：時間軸上の電波の強
さ、右下：電波の波形を表している。 
・測定は、6月18日11時頃、2400MHz
～2495MHz（95MHz幅）を測定し、識別
したSSID(四角い枠内の文字)とその使

用帯域及び色違いで電波の強さを示
す。 

仙台市青葉区一番町（ビジネス街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、仙台市青葉区一番町のオフィスビル街で測定した
もので、受信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベル
よりも高くなる。   
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、仙台市青葉区一番町のビジネス街で調査したものである。 

参-95



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（商業施設内）） 

調査局 東北総合通信局 

参考図表 
測定場所： 仙台市太白区 
測定日時： 2013. 6.18 
                       13時半頃 
測定条件： 
    中心周波数：2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月19日13時半頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、識別したSSID(四
角い枠内の文字)とその使用帯

域及び色違いで電波の強さを
示す。 

仙台市太白区（商業施設内）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、ショッピングモール内で測定したもので、受信レベ
ルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。   
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、仙台市太白区の商業施設（ショッピングモール）内で調査し
たものである。 

参-96



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 東北総合通信局 

参考図表 
測定場所： 仙台市太白区 
測定日時： 2013. 6.18 
                       15時頃 
測定条件： 
   中心周波数：2447.5MHz 
   受信電力：-100dBm  
  
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月18日15時頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、識別したSSID(四
角い枠内の文字)とその使用帯

域及び色違いで電波の強さを
示す。 

仙台市太白区（住宅街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、住宅街の路上で測定したもので、受信レベルは、
通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。   
 
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、仙台市太白区の住宅街で調査したものである。 

参-97



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（ビジネス街）） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 千代田区丸の内 
測定日時： 2013. 6.19 
                       15時頃 
測定条件： 
    中心周波数:2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、6月19日15時頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、識別したSSID(四
角い枠内の文字)とその使用帯

域及び色違いで電波の強さを
示す。 

千代田区丸の内（ビジネス街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、千代田区丸の内のビジネス街で測定したもので、
１ｃｈのアクセス数が２１、受信レベルがノイズレベルよりも56dBm
高くなっており通常アクセス数が多い程、高くなる。 
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、千代田区丸の内のビジネス街で調査したものである。 

参-98



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（商業施設内）） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 江東区新砂 
測定日時： 2013. 6.19 
                       13時半頃 
測定条件： 
    中心周波数：2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、6月19日13時半頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、識別したSSID(四
角い枠内の文字)とその使用帯

域及び色違いで電波の強さを
示す。 

江東区（商業施設内）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、ショッピングモール内で測定したもので、１ｃｈのア
クセス数が２０、受信レベルがノイズレベルよりも52.5dBm高く
なっており通常アクセス数が多い程、高くなる。 
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、江東区の商業施設（ショッピングモール）内で調査したもので
ある。 

参-99



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 
測定場所： 港区白金 
測定日時： 2013. 6.19 
                       10時半頃 
測定条件： 
   中心周波数：2447.5MHz 
   受信電力：-100dBm  
  
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、6月19日10時半頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、識別したSSID(四
角い枠内の文字)とその使用帯

域及び色違いで電波の強さを
示す。 

港区白金（住宅街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、高層マンションの路上で測定したもので、１ｃｈのア
クセス数が７、受信レベルがノイズレベルよりも22.5dBm高くなっ
ており、通常アクセス数が少ない程、低くなる。 
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、港区白金の住宅街で調査したものである。 

参-100



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（ビジネス街）） 

調査局 信越総合通信局 

参考図表 
測定場所： 長野駅前広場 
測定日時： 2013. 6.14 
                       10時40分頃 
測定条件： 
    中心周波数:2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月14日10時40分頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

長野駅前広場（ビジネス街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、長野駅前広場のビジネス街で測定したもので、受
信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くな
る。   
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、長野駅前広場（ビジネス街）で調査したものである。 

参-101



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（商業施設内）） 

調査局 信越総合通信局 

参考図表 
測定場所： 長野市鶴賀問御所町 
測定日時： 2013. 6.14 
                       10時25分頃 
測定条件： 
    中心周波数：2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその使用周
波数範囲、下段：時間軸上の電波の強
さ、右下：電波の波形を表している。 
・測定は、6月14日10時25分頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz幅）を測

定し、その使用帯域及び色違いで電波
の強さを示す。 

長野市鶴賀問御所町（商業施設内）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、長野市鶴賀問御所町（駅前広場）で測定したもの
で、受信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも
高くなる。   
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、長野市鶴賀問御所町の商業施設（駅前広場）内で調査した
ものである。 

参-102



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 信越総合通信局 

参考図表 
測定場所： 長野市三輪 
測定日時： 2013. 6.14 
                       10時5分頃 
測定条件： 
   中心周波数：2447.5MHz 
   受信電力：-100dBm  
  
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月14日10時5分頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

長野市三輪（住宅街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、長野市三輪の住宅街の路上で測定したもので、受
信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くな
る。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、長野市三輪の住宅街で調査したものである。 

参-103



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（ビジネス街）） 

調査局 北陸総合通信局 

参考図表 
測定場所： 金沢市南町交差点 
測定日時： 2013. 6.11 
                       10時15分頃 
測定条件： 
    中心周波数:2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその使用周
波数範囲、下段：時間軸上の電波の
強さ、右下：電波の波形を表している。 
・測定は、6月11日10時15分頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz幅）を測

定し、その使用帯域及び色違いで電
波の強さを示す。 

金沢市南町交差点（ビジネス街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 
◆調査結果： 
・サンプルは、金沢市南町交差点付近のビジネス街で測定したも
ので、受信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよ
りも高くなる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、金沢市南町交差点付近のビジネス街で調査したものである。 

上段 

下段 

参-104



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（商業施設内）） 

調査局 北陸総合通信局 

参考図表 
測定場所： 金沢市堅町 
測定日時： 2013. 6.11 
                       10時40分頃 
測定条件： 
    中心周波数：2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月11日10時40分頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

金沢市堅町（商業施設内）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

◆調査結果： 
・サンプルは、金沢市堅町の商業施設内で測定したもので、受信
レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、金沢市堅町の商業施設内で調査したものである。 

上段 

下段 

参-105



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 北陸総合通信局 

参考図表 
測定場所： 金沢市みどり 
測定日時： 2013. 6.11 
                       11時半頃 
測定条件： 
   中心周波数：2447.5MHz 
   受信電力：-100dBm  
  
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月11日11時半頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

金沢市みどり（住宅街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

◆調査結果： 
・サンプルは、金沢市みどりの住宅街で測定したもので、受信レ
ベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、金沢市みどりの住宅街で調査したものである。 

上段 

下段 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（ビジネス街）） 

調査局 東海総合通信局 

参考図表 
測定場所： 名古屋市中区 
測定日時： 2013. 6.11 
                       10時半頃 
測定条件： 
    中心周波数:2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月19日15時頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

名古屋市中区（ビジネス街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、名古屋市中区のビジネス街で測定したもので、受
信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くな
る。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、名古屋市中区のビジネス街で調査したものである。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（商業施設内）） 

調査局 東海総合通信局 

参考図表 
測定場所： 名古屋市西区 
測定日時： 2013. 6.11 
                       13時半頃 
測定条件： 
    中心周波数：2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月11日13時半頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

名古屋市西区（商業施設内）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、名古屋市西区の商業施設内で測定したもので、受
信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くな
る。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、名古屋市西区の商業施設内で調査したものである。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 東海総合通信局 

参考図表 
測定場所： 名古屋市西区 
測定日時： 2013. 6.11 
                       11時頃 
測定条件： 
   中心周波数：2447.5MHz 
   受信電力：-100dBm  
  
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月11日11時頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

名古屋市西区（住宅街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、名古屋市西区の住宅街の路上で測定したもので、
受信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高く
なる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、名古屋市西区の住宅街で調査したものである。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（ビジネス街）） 

調査局 近畿総合通信局 

参考図表 
測定場所： 大阪市北区 
測定日時： 2013. 6.12 
                       10時頃 
測定条件： 
    中心周波数:2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月12日10時頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

大阪市北区（ビジネス街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、大阪市北区のオフィスビル街で測定したもので、
受信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高く
なる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、大阪市北区のビジネス街で調査したものである。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（商業施設内）） 

調査局 近畿総合通信局 

参考図表 
測定場所： 大阪市北区 
測定日時： 2013. 6.12 
                       11時頃 
測定条件： 
    中心周波数：2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月12日11時頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

大阪市北区（商業施設内）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、大阪市北区の商業施設内で測定したもので、受信
レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、大阪市北区の商業施設内で調査したものである。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 近畿総合通信局 

参考図表 
測定場所： 大阪市北区 
測定日時： 2013. 6.12 
                       13時40分頃 
測定条件： 
   中心周波数：2447.5MHz 
   受信電力：-100dBm  
  
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月12日13時40分頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

大阪市北区内（住宅街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、大阪市北区の住宅街の路上で測定したもので、受
信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くな
る。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、大阪市北区の住宅街（マンション前）の路上で調査したもの
である。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（ビジネス街）） 

調査局 中国総合通信局 

参考図表 
測定場所： 広島市中区 
測定日時： 2013. 6.17 
                       10時半頃 
測定条件： 
    中心周波数:2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、6月17日10時半頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、識別したSSID(四
角い枠内の文字)とその使用帯

域及び色違いで電波の強さを
示す。 

広島市中区（ビジネス街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、広島市中区のビジネス街で測定したもので、受信
レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、広島市中区のビジネス街で調査したものである。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（商業施設内）） 

調査局 中国総合通信局 

参考図表 
測定場所： 広島市安佐南区 
測定日時： 2013. 6.17 
                       13時頃 
測定条件： 
    中心周波数：2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、6月17日13時頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、識別したSSID(四
角い枠内の文字)とその使用帯

域及び色違いで電波の強さを
示す。 

広島市安佐南区（商業施設内）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、広島市安佐南区の商業施設内で測定したもので、
受信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高く
なる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、広島市安佐南区の商業施設（ショッピングモール）内で調査
したものである。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 中国総合通信局 

参考図表 
測定場所： 広島市東区 
測定日時： 2013. 6.17 
                       11時頃 
測定条件： 
   中心周波数：2447.5MHz 
   受信電力：-100dBm  
  
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、6月17日11時頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、識別したSSID(四
角い枠内の文字)とその使用帯

域及び色違いで電波の強さを
示す。 

広島市東区（住宅街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、広島市東区の住宅街で測定したもので、受信レベ
ルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、広島市東区の住宅街で調査したものである。 

参-115



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（ビジネス街）） 

調査局 四国総合通信局 

参考図表 
測定場所： 松山市千舟町 
測定日時： 2013. 6.10 
                       15時40分頃 
測定条件： 
    中心周波数:2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月10日15時40分頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

松山市千舟町（ビジネス街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、松山市千舟町のビジネス街で測定したもので、受
信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くな
る。  
  
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、松山市千舟町のビジネス街（病院前）で調査したものである。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（商業施設内）） 

調査局 四国総合通信局 

参考図表 
測定場所： 松山市宮田町 
測定日時： 2013. 6.10 
                       16時頃 
測定条件： 
    中心周波数：2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月10日16時頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定しその使用帯域及び
色違いで電波の強さを示す。 

松山市（商業施設内）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、松山市宮田町の商業施設内で測定したもので、受
信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くな
る。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、松山市宮田町の商業施設(ファーストフード店)内で調査した
ものである。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 四国総合通信局 

参考図表 
測定場所： 松山市南持田町 
測定日時： 2013. 6.10 
                       15時15分頃 
測定条件： 
   中心周波数：2447.5MHz 
   受信電力：-100dBm  
  
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、下段：時間
軸上の電波の強さ、右下：電波
の波形を表している。 
・測定は、6月10日15時15分頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、その使用帯域及
び色違いで電波の強さを示す。 

松山市南持田町（住宅街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、松山市南持田町の住宅街で測定したもので、受信
レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、松山市南持田町の住宅街で調査したものである。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（ビジネス街）） 

調査局 九州総合通信局 

参考図表 
測定場所： 福岡市 
測定日時： 2013. 6.12 
                       10時頃 
測定条件： 
    中心周波数:2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、6月12日10時頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、識別したSSID(四
角い枠内の文字)とその使用帯

域及び色違いで電波の強さを
示す。 

福岡市（ビジネス街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、福岡市のオフィスビル街で測定したもので、受信レ
ベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、福岡市のビジネス街で調査したものである。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（商業施設内）） 

調査局 九州総合通信局 

参考図表 
測定場所： 福岡県粕屋町 
測定日時： 2013. 6.11 
                       09時45分頃 
測定条件： 
    中心周波数：2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、6月11日09時45分頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、識別したSSID(四
角い枠内の文字)とその使用帯

域及び色違いで電波の強さを
示す。 

福岡県粕屋町（商業施設内）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、福岡県粕屋町の商業施設内で測定したもので、受
信レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くな
る。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、福岡県粕屋町の商業施設内で調査したものである。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 九州総合通信局 

参考図表 
測定場所： 福岡市 
測定日時： 2013. 6.12 
                       10時半頃 
測定条件： 
   中心周波数：2447.5MHz 
   受信電力：-100dBm  
  
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、6月12日10時半頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、識別したSSID(四
角い枠内の文字)とその使用帯

域及び色違いで電波の強さを
示す。 

福岡市（住宅街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、福岡市の住宅街で測定したもので、受信レベルは、
通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、福岡市内の住宅街で調査したものである。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（ビジネス街）） 

調査局 沖縄総合通信事務所 

参考図表 
測定場所： 那覇市旭町 
測定日時： 2013. 7.4 
                       16時頃 
測定条件： 
    中心周波数:2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、7月4日16時頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、識別したSSID(四
角い枠内の文字)とその使用帯

域及び色違いで電波の強さを
示す。 

那覇市旭町（ビジネス街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、那覇市旭町のビジネス街で測定したもので、受信
レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、那覇市旭町のビジネス街で調査したものである。 
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調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（商業施設内）） 

調査局 沖縄総合通信事務所 

参考図表 
測定場所： 那覇市天久1丁目 
測定日時： 2013. 7.4 
                       11時45分頃 
測定条件： 
    中心周波数：2447.5MHz 
    受信電力：-100dBm   
 
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、7月4日11時45分頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、識別したSSID(四
角い枠内の文字)とその使用帯

域及び色違いで電波の強さを
示す。 

那覇市天久（商業施設内）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、那覇市天久の商業施設内で測定したもので、受信
レベルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、那覇市天久の商業施設内で調査したものである。 

参-123



調査対象
システム 2.4GHz帯小電力データ通信システム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 沖縄総合通信事務所 

参考図表 
測定場所： 那覇市銘苅2丁目 
測定日時： 2013. 7.4 
                       13時頃 
測定条件： 
   中心周波数：2447.5MHz 
   受信電力：-100dBm  
  
◆図表の見方： 
・上段：受信した識別ＩＤとその
使用周波数範囲、中段：時間
軸上の電波の強さ、下段：無線
LANｃｈ毎の諸データ、右下：電
波の波形を表している。 
・測定は、7月4日13時頃、
2400MHz～2495MHz（95MHz
幅）を測定し、識別したSSID(四
角い枠内の文字)とその使用帯

域及び色違いで電波の強さを
示す。 

那覇市銘苅（住宅街）における無線ＬＡＮの発射状況 

スペクトラムアナライザの画面 

Ｗｉ－ｓｐｙの画面 

上段 

中段 

下段 

◆調査結果： 
・サンプルは、那覇市銘苅の住宅街で測定したもので、受信レベ
ルは、通常アクセス数が多い程、ノイズレベルよりも高くなる。  
   
◆注意事項/制約条件 
・無線ＬＡＮは、電波が弱いため、移動調査を実施したもの。本件
は、那覇市銘苅の住宅街で調査したものである。 
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