
 
 
 

 参 考 

 

 

参考１ 発射状況調査 

 

参考２ 各システムの概要 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



参考では、714MHz を超え 3.4GHz 以下の周波数帯を利用している電波利用システムに

ついて、周波数再編等に係る以下の表の電波の利用システムの発射状況の調査結果及び

利用状況調査を行ったシステムの概要とシステム構成イメージについて掲載する。 

 

発射状況調査を行った電波利用システムは以下のとおり。 

 

 

測定 
周波数帯 
（MHｚ） 

平成 25 年度 
電波利用システム 測定局 

１ 700MHz 帯 

800MHz 帯映像

FPU、800MHz 帯

特定ラジオマイクの

陸上移動局（A 型） 
• 関東局 

２ 900-905 携帯無線通信、パ

ーソナル • 全地方局 

３ 905-915 携帯無線通信（陸

上移動局） • 全地方局 

４ 945-955 携帯無線通信（基

地局） • 全地方局 

５ 950-958 950MHz 帯移動体

識別（RFID） • 関東局 

６ 900MHz 帯 950MHz 帯音声

STL • 関東局 

７ 2400-2500 
2.4GHz 帯小電力

データ通信システム

（無線 LAN） 
• 全地方局 

 

また、参考２の構成については、７の周波数区分に対応し、各周波数区分を１節とし、

全部で７節の構成としている。 

 

【例】§6-5-3 ２GHz 帯携帯無線通信の場合 

 

 

 

 

      §６－５－３ 
 

 
「参考」を表す 

「周波数区分の通し番号」を表す。 

この場合、５番目の周波数区分、 

すなわち 1.7GHz 超 2.4GHz 以下を示す 

「システムの通し番号」を表す。 

この場合、３番目のシステム、 

すなわち２GHz 帯携帯無線通信を示す 

 
 
 



 
 
 

 参 考 １ 

 

 

 
 
 



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 

参-1



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 

参-2



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 

参-3



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 

参-4



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 

参-5



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 

参-6



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 

参-7



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 

参-9



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 

参-10



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 

参-11



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 

参-12



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 

参-13



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 

参-14



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 

参-15



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 

参-16



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 

参-17



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 

参-24



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 

参-26



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 

参-31



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 

参-32



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 

参-106



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。 

参-107



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。 

参-108



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。 

参-109



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。 

参-110



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。 

参-111



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。 

参-112



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。 

参-113



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。 

参-114



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。 

参-116



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。 

参-117



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。 

参-118



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。 
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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 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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§6-1-1 700MHz 帯携帯無線通信 

 

（１）システムの概要 

本システムは、700MHz 帯の電波を発信するデジタル携帯電話の音声通話、データ

通信に使用されるシステムであり、基地局、陸上移動局及び場合に応じて陸上移動

中継局から構成される。小ゾーン方式によって限られた周波数を有効利用すること

によって、多数の利用者を収容している。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

公衆通信網 

携帯電話交換局等 

 

 

基地局 

セル 
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§6-1-2 700MHz 帯安全運転支援通信システム 
 

（１）システムの概要 

700MHz 帯安全運転支援通信システムは、車載器同士が直接通信を行うことにより互

いの位置や速度等の情報を交換する「車車間通信」と、道路に設置された路側機と車

載器が通信を行うことにより車両が道路からの情報（信号情報、規制情報、歩行者情

報等）を入手する「路車間通信」の２つの通信方法を組み合わせ、交通事故の未然防

止に資する情報を運転者へ提供するシステムである。 

このシステムに用いられる 700MHz 帯の電波は、ビル陰や大型車の後方等の見通し外

にも回り込む特徴を持っており、運転者の死角となる位置に存在する車両の情報を入

手可能となることから、見通しの悪い交差点での出会い頭衝突事故防止等への効果が

高い。 

特に、交通量の多い交差点では路車間通信を用いて、路側機が設置されていない路

地等では車車間通信を用いることにより、交通事故削減への寄与が期待されている。 

 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

車車間通信

運転者の死角となる位置に
存在する車両の情報等を提供

路車間通信

信号情報、規制情報、歩行者情報など、ドライバー
にとって死角となっている状況においても情報を提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参-128



§6-1-3 800MHz 帯映像 FPU 

 

（１）システムの概要 

本システムは、放送番組の制作のために取材現場からスタジオまでニュース映像

等の番組素材を伝送するための移動システムである。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 
STL （Studio-Transmitter Link）           TSL （Transmitter-Studio Link） 

TTL （Transmitter-Transmitter Link）      FPU （Field Pick-up Unit） 

 

参-129



§6-1-4 特定ラジオマイクの陸上移動局（A 型） 

 

（１）システムの概要 

本システムは、コンサート、ミュージカル、各種催し物といった興行において、

演奏や音声等を高品質で伝送するためのワイヤレスマイクシステムである。また、

スタジオ等において、音声・楽器等の音響を放送番組に使用できる充分な高音質で

伝送するためのシステム（放送事業用）としても使用されている。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
受信装置 
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§6-1-5 800MHz 帯携帯無線通信 

 

（１）システムの概要 

本システムは、800MHz 帯の電波を発信するデジタル携帯電話の音声通話、データ

通信に使用されるシステムであり、基地局、陸上移動局及び場合に応じて陸上移動

中継局から構成される。小ゾーン方式によって限られた周波数を有効利用すること

によって、多数の利用者を収容している。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

公衆通信網 

携帯電話交換局等 

 

 

基地局 

セル 
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§6-1-6 800MHz 帯 MCA 陸上移動通信 

 

（１）システムの概要 

本システムは、山上や地上高の高い建造物等に設置された陸上移動中継局を介し、

基地局及び陸上移動局と通信を行う事で、エリア半径の大きいいわゆる大ゾーン方

式のマルチチャンネルアクセスシステム（複数のチャネルの中から、空きチャネル

を割り当てるシステム）を実現した、陸上運輸や営業目的と言った自営通信を行う

複数の免許人で周波数を共用して使用するシステムである。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

エリア半径の大きい 

大ゾーン方式 

周波数を共用 

しながら利用 

制御局 
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§6-1-7 900MHz 帯電波規正用無線局 

 

（１）システムの概要 

本システムは、パーソナル無線の周波数帯及びその隣接帯域において、不法に運

用している局に対し、その運用を規正するために開設する無線局である。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不法パーソナル無線 
電波規正用無線局 

本周波数帯で、運用

してはならない。 
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6-1-8 900MHz 帯携帯無線通信 

 

（１）システムの概要 

本システムは、900MHz 帯の電波を発信するデジタル携帯電話の音声通話、データ

通信に使用されるシステムであり、基地局、陸上移動局及び場合に応じて陸上移動

中継局から構成される。小ゾーン方式によって限られた周波数を有効利用すること

によって、多数の利用者を収容している。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

公衆通信網 

携帯電話交換局等 

 

 

基地局 

セル 
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§6-1-9 パーソナル無線 

 

（１）システムの概要 

本システムは、簡易無線局の一つであり、個人のレジャー目的、小規模事業者の

商業活動等に利用できる無線通信システムである。 

 

（２）システムの構成イメージ 
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§6-1-10 移動体識別（構内無線局、簡易無線局及び特定小電力無線局） 

 

（１）システムの概要 

本システムは、応答のための装置(応答器)に対し電波を発射し､応答器から再発射

された電波を受信するための無線システムである。 

「高出力型」は、パレットに取り付けた多数のパッシブタグを一括で読み取るこ

とが可能で、主に業務用のアプリケーションに利用されており、リーダ／ライタと

してはゲート型や据置型が考えられる。 

「中出力型」及び「低出力型」は、単数ないしは少数のパッシブタグを個別に読

み取るような、一般ユーザも利用する形態を想定しており、リーダ／ライタとして

は、主にハンディ型が考えられる。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

単数ないしは少数のタグを個別読取 フォークリフト等で搬入する際にゲートに設置し 
たリーダ／ライタによりパレット／ケースに貼付 
したタグを一括読み取り 

＜高出力型＞  ＜中出力・低出力型＞  

店舗のバックヤードでの利用例 

荷物、ケース等にタグ貼付 

リーダ／ライタ 

工場や空港のラインでの利用例 

荷物、ケース等にタグ貼付 荷物、ケース等にタグ貼付 

リーダ／ライタ 

工場や空港のラインでの利用例 

パレット／ケース等に 
タグ貼付 

ゲート等 

リーダ／ライタ アンテナ 

フォークリフト 
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§6-1-11 950MHz 帯音声 STL/TTL 

 

（１）システムの概要 

本システムは、演奏所から送信所及び中継局まで放送番組を伝送する無線回線

（STL/TTL）として、免許を受け使用しているシステムである。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STL （Studio-Transmitter Link）   TTL （Transmitter-Transmitter Link） 

 

 

 

演奏所 

（放送局本社社屋等） 

ＳＴＬ 
中継局  

中継局  

ＴＴＬ 

ＴＴＬ 

親局  

放送波  

 

 

 

 

放送波  

放送波  
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§6-1-12 ラジオマイク用特定小電力無線局（B 型） 

 

（１）システムの概要 

本システムは、コンサート、ミュージカル、イベントといった興行等において、

演奏や音声等を比較的明瞭に伝送するためのラジオマイクシステムであり、免許不

要のシステムとして利用されている。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

   
 

 
 

受信装置 
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§6-1-13 テレメーター・テレコントロール及びデータ伝送用（構内無線局・特定小電

力無線局） 

 

（１）システムの概要 

本システムは、ビル内や工場の敷地等、比較的狭い範囲で使用される。店舗・倉

庫などの売り上げ・発注あるいは在庫管理などのデータエントリー、コンピュータ・

OA 端末の無線接続のために使用しているシステムである。なお、本システムには、

比較的狭いエリアをカバー可能な免許不要局（空中線電力 10mW 以下）及び比較的広

いエリアをカバー可能な構内無線局（空中線電力 100mW 以下）の 2 種類がある。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 
 

製造ラインの 

監視制御等 

センサ情報 

機器の制御情
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第２節 
 

 

 

 

960MHz 超 1.215GHz 以下 
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§6-2-1 航空 DME/TACAN 

 

（１）システムの概要 

DME（距離測定装置）は、電波が一定速度で伝搬する特性を利用して距離を測定す

る装置である。一般に、方位情報を与える VOR（108MHz から 118MHz の周波数を使用）

と併設して利用され、VOR/DME（ボルデメ）と呼ばれる短距離用航法援助施設を形成

する。 

一方、TACAN は、第 2 次世界大戦後間もなくの 1951 年に米国で軍用施設として開

発された。前述の VOR/DME 施設が軍事上の前線基地や艦船等に設置するのが困難で

あったことから、同じような機能をもち簡単に設置できる固定式と移動式の施設が

実用化された。 

VOR/DME は、方位及び距離の情報を同時に提供するため、もっぱら民間航空機が使用

する航空路等に整備し、民間機及び軍用機の双方が使用する航空路等には、双方が共用

できるように VORTAC（VOR と TACAN）が整備されている。 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

            

           

                    

                  

                          

                        

 

 VOR  （VHF Ominidirectional Radio Range）  DME （ Distance Measuring Equipment）  

TACAN（ Tactical Air Navigation System）         

 

 

 VOR 受信機・機上 DME 

 32.7 NM 

地上 DME  

（応答電波） 機上 DME  

（質問電波） 
VOR 

（方位情報） 
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§6-2-2 ATCRBS（航空交通管制用レーダービーコンシステム） 

 

（１）システムの概要 

SSR（二次監視レーダー）は、ATCRBS（航空交通管制用レーダービーコンシステム）

の地上装置である。SSR は、一般に ASR（空港監視レーダー）や ARSR（航空路監視

レーダー）と併用し、ATCRBS の機上装置であるトランスポンダから符号を受けて、

敏速かつ正確に目標とした航空機を識別すると同時に、地上のレーダー表示画面上

に距離及び方位、さらに飛行高度や、非常信号等の航空管制に必要なデータを表示

するためのシステムである。 

また、SSR を改良し、ARSR の併設を要しない ORSR（洋上航空路監視レーダー）は、

洋上と国内の航空路における航空機相互の飛行間隔に大きな差異があることを少し

でも緩和するために開発導入した洋上航空路を監視するための長距離レーダーであ

る。レーダーの覆域は、通常よりも 50 マイル拡大し約 250 マイル（約 470km）とな

っている。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

                       

                             

 

   SSR （Secondary Surveillance Radar） ARSR（Air Route Surveillance Radar）  

   ORSR （Oceanic Route Surveillance Radar） 

 

 

 

 

 

  レーダー管制室 
 
 
         ｱﾅ 

    ANA２3 

   FL330 

 

 

     JAL5  

      FL170 

管制官 
 

応答電波 

質問電波 

SSR 
ARSR 

又は ORSR 
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§6-2-3 ACAS（航空機衝突防止システム） 

 

（１）システムの概要 

本システムは、周辺の航空機を監視し、危険と判定されたときにパイロットに位

置情報及び回避情報を提供するための機上装置である。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 
ACAS （Airborne Collision Avoidance System） 
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§6-2-4  RPM（SSR 用） 

 

（１）システムの概要 

本システムは、航空機搭載の ATC トランスポンダと同等の機能を有し、SSR（二次

監視レーダー）の自局位置を確認するために、SSR 装置からの質問信号に対し、応答

信号を発生し、当該 SSR 装置の方位及び距離基準の固定目標として設置されるもの

であり、ARSR（航空路監視レーダー）等の一次レーダーを併設しない SSR 単独設置

局に使用されている。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 RPM （Radar Parformance Monitor）  SSR （Secondary Surveillance Radar）   

 

 
 

空港SSR覆域 

空港ＳＳＲ 

ＲＰＭ 

応答  

       質問  

応答  

質問  

ANK81

 

 

  

JAS014 

 

  

1127 

 

1126 

 

（管制卓 RPM） 

RPM 
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第３節 
 

 

 

1.215GHz 超 1.4GHz 以下 
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§6-3-1 災害時救出用近接レーダー 

 

（１）システムの概要 

本システムは、災害時に生き埋めになった人の心臓・肺の動きをとらえることに

より、生存者を発見するものである。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

心音・呼吸を検知 

アンテナ 
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§6-3-2 テレメーター・テレコントロール及びデータ伝送用（構内無線局・特定小電力

無線局） 

 

（１）システムの概要 

本システムは、ビル内や工場の敷地等、比較的狭い範囲で使用される。店舗・倉

庫などの売り上げ・発注あるいは在庫管理などのデータエントリー、コンピュータ・

OA 端末の無線接続のために使用しているシステムである。なお、本システムには、

比較的狭いエリアをカバー可能な免許不要局（空中線電力 10mW 以下）及び比較的広

いエリアをカバー可能な構内無線局（空中線電力 100mW 以下）の 2 種類がある。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

製造ラインの 

監視制御等 

センサ情報 

機器の制御情
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§6-3-3 1.2GHz 帯アマチュア無線 

 

（１）システムの概要 

アマチュア局とは、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線通信技術の興

味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う者が開設する無線局である。

1.2GHz 帯の周波数を使用し、テレビジョン通信、人工衛星を利用して行う通信、中

継無線局（レピータ）を通じて行う通信及び各種実験・研究の通信等に用いられて

いる。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

アマチュア無線機 アンテナ パソコン 

ファクシミリ 

月 
アマチュア衛星 

レピーター局 
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§6-3-4 1.2GHz 帯電波規正用無線局 

 

（１）システムの概要 

本システムは、1.2GHz 帯アマチュア無線の周波数帯において不法に運用している

局に対し、その運用を規正するために開設する無線局である。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不法運用している 

アマチュア局 
電波規正用無線局 

不法運用してはなら

ない。 
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§6-3-5 画像伝送用携帯局 

 

 

（１）システムの概要 

本システムは、1.2GHz 帯の周波数を用いて、ラジコンヘリコプター等に搭載した

カメラから映像を伝送するシステムである。 

 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

地上受信機にてモニタリング

ラジコンヘリコプター

伝送距離
最大2km程度
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§6-3-6 ARSR（航空路監視レーダー） 

 

（１）システムの概要 

本システムは、その設置場所からおよそ 370km 以内における航空路を飛行する IFR

（計器飛行方式）航空機を探知するために使用しているシステムである。また、SSR

（二次監視レーダー）と連動して航空路を十分に見通せる高台若しくは山頂に設置

されている。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 
                      

 

  

 

              

                            
 

  ARSR （Air Route Surveillance Radar）       SSR （Secondary Surveillance Radar） 

 

 

ARSR/SSR 

管制区管制所 
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§6-3-7 1.2GHz 帯特定ラジオマイクの陸上移動局（A 型） 

 

（１）システムの概要 

本システムは、コンサート、ミュージカル、各種催し物といった興行において、

演奏や音声等を高品質で伝送するためのワイヤレスマイクシステムである。また、

スタジオ等において、音声・楽器等の音響を放送番組に使用できる充分な高音質で

伝送するためのシステム（放送事業用）としても使用されている。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
受信装置 
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§6-3-8 GPS システム 

 

（１）システムの概要 

 GPS システムとは、地球の周回軌道上を回る 24 個の人工衛星から発信される電波

を受信することにより、受信地の緯度・経度・高度を測定するもので、Global 

Positioning System（全地球測位システム）の略称である。この GPS システムを利

用したものとして、カーナビゲーションや測量、車両監視などのシステムがある。 

なお、この人工衛星は米国国防総省が軍事利用を目的に開発されたもので、平成 5

年（1993 年）12 月から民生用での利用が可能となっている。 

 

（２）システムの構成イメージ 

700m先、

斜め左です。

342m

カーナビゲーション
車両監視

GPSシステム

測量
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第４節 
 

 

 

1.4GHz 超 1.71GHz 以下 
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§6-4-1 1.5GHz 帯携帯無線通信 

 

（１）システムの概要 

本システムは、1.5GHz 帯の電波を発信するデジタル携帯電話の音声通話、データ

通信に使用されるシステムであり、基地局、陸上移動局及び場合に応じて陸上移動

中継局から構成される。小ゾーン方式によって限られた周波数を有効利用すること

によって、多数の利用者を収容している。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公衆通信網 

携帯電話交換局等 

 

 

基地局 

セル 
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§6-4-2 1.5GHz 帯 MCA 陸上移動通信 

 

（１）システムの概要 

本システムは、山上や地上高の高い建造物等に設置された陸上移動中継局を介し、

基地局及び陸上移動局と通信を行う事で、エリア半径の大きいいわゆる大ゾーン方

式のマルチチャンネルアクセスシステム（複数のチャネルの中から、空きチャネル

を割り当てるシステム）を実現した、陸上運輸や営業目的と言った自営通信を行う

複数の免許人で周波数を共用して使用するシステムである。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

エリア半径の大きい 

大ゾーン方式 

周波数を共用 

しながら利用 

制御局 
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§6-4-3 インマルサットシステム 

 

（１）システムの概要 

本システムは、インマルサット衛星を使用した移動体衛星通信システムであり、アッ

プリンクは 1,600MHz 帯（1,626.5MHz を超え 1,660.5MHz 以下）及びダウンリンクは

1,500MHz 帯（1,525MHz を超え 1,559MHz 以下）の周波数帯を利用している。 

 

（２）システムの構成イメージ 

1.6/1.5GHz帯

6.4/3.6GHz帯

航空機地球局

インマルサット衛星

海岸地球局、

航空地球局

又は
携帯基地地球局

インマルサット
ＢＧＡＮ型

インターネット
接続等

インターネット
接続等

事務所など

インターネット

最大492kbps
(ｱｯﾌﾟ/ﾀﾞｳﾝ)

64kbps
(ｱｯﾌﾟ/ﾀﾞｳﾝ)

船舶地球局

又は

携帯移動地球局

携帯移動地球局
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§6-4-4 MTSAT システム 

 

（１）システムの概要 

本システムは、航空通信及び航法の機能を有する運輸多目的衛星を使用して航空機の

通信、航法、監視を行うシステムである。航空機と衛星間のサービスリンクとして 1.5

／1.6GHz 帯の周波数帯を利用している。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 
 
 

MTSAT 
 データ／音声通信 

GPS 補強情報 

 データ／音声通信 
 位置情報 

 Ｌバンド サービスリンク 
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§6-4-5 イリジウムシステム 

 

（１）システムの概要 

本システムは、高度約 780km の低軌道において周回する合計 66 機のイリジウム人工衛

星を使用した移動体衛星通信システムであり、サービスリンクは 1,600MHz 帯

（1,621.35MHz を超え 1,626.5MHz 以下）、衛星間リンクが 23GHz 帯（23.18GHz を超え

23.38GHz 以下）、地上局とのフィーダリンクがアップリンク 29GHz 帯（29.1 GHz を超え

29.4GHz 以下）及びダウンリンクは 19GHz 帯（19.3GHz を超え 19.6GHz 以下）の周波数帯

を利用している。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 
 
 
 
 
 

公衆網公衆網

関門
地球局
関門
地球局

端末

Ｋａバンド

２３ ＧＨｚ 帯２３ ＧＨｚ 帯２３ ＧＨｚ 帯２３ ＧＨｚ 帯２３ ＧＨｚ 帯２３ ＧＨｚ 帯

端末

Ｌバンド

ﾄﾗﾌｨｯｸ
制御端末

ＬバンドＬバンドＬバンド

Ｌバンド

端末

端末
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§6-4-6 1.6GHz 帯気象衛星 

 

（１）システムの概要 

本システムは、気象衛星により、可視・赤外放射計による地球画像の撮影データ

の伝送、地球画像情報の配信、気象データの中継等の通信を行うものである。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 
 

 

人工衛星局 

受信設備 

地球局 
船舶 

気象衛星（ダウンリンク） 

地球局 

参-163



§6-4-7 気象援助業務（空中線 1kw 未満の無線局（ラジオゾンデ）） 

 

（１）システムの概要 

本システムは、気球に吊り下げられた観測器から、高層大気の気温・気圧・温度

等を測定する気象観測機器である。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

気象データ 

（温度・気圧等） 
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§6-4-8 1.4GHz 帯電波天文 

 

（１）システムの概要 

本システムは、宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受

信の業務の用に供する受信設備である。本受信設備は、全国各地の国立天文台等に設置

され、星間物質の発見やブラックホール存在の証明など数々の研究に用いられており、

電波天文は今後も保護される必要がある。 

 

（２）システムの構成イメージ 
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§6-4-9 GPS システム 

 

（１）システムの概要 

 GPS システムとは、地球の周回軌道上を回る 24 個の人工衛星から発信される電波

を受信することにより、受信地の緯度・経度・高度を測定するもので、Global 

Positioning System（全地球測位システム）の略称である。この GPS システムを利

用したものとして、カーナビゲーションや測量、車両監視などのシステムがある。 

なお、この人工衛星は米国国防総省が軍事利用を目的に開発されたもので、平成 5

年（1993 年）12 月から民生用での利用が可能となっている。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

700m先、

斜め左です。

342m

カーナビゲーション
車両監視

GPSシステム

測量
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第５節 
 

 

 

1.71GHz 超 2.4GHz 以下 
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§6-5-1 1.7GHz 帯携帯無線通信 

 

（１）システムの概要 

本システムは、1.7GHz 帯の電波を発信するデジタル携帯電話の音声通話、データ

通信に使用されるシステムであり、基地局、陸上移動局及び場合に応じて陸上移動

中継局から構成される。小ゾーン方式によって限られた周波数を有効利用すること

によって、多数の利用者を収容している。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公衆通信網 

携帯電話交換局等 

 

 

基地局 

セル 
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§6-5-2 PHS 

 

（１）システムの概要 

本システムは、デジタルコードレス電話の子機を利用して屋外での公衆通信網と

の接続等を可能としたシステムであり、マイクロセルと呼ばれる非常に狭い半径の

セルを構成して、音声通信やデータ通信を行うためのシステムである。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公衆通信網 

回線制御交換局等 

基地局 

 

マイクロセル 
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§6-5-3 2GHz 帯携帯無線通信 

 

（１）システムの概要 

本システムは、携帯電話との音声通話、データ通信に使用されるシステムであり、

基地局、陸上移動局及び場合に応じて陸上移動中継局から構成される。当該周波数

帯の携帯無線通信システムについては、第 3 世代移動通信システムと呼ばれ、高速

マルチメディア通信への対応やグローバルシステムの実現と言った特徴を有してい

る。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公衆通信網 

携帯電話交換局等 

 

 

基地局 

セル 
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§6-5-4 ルーラル加入者無線 

 

（１）システムの概要 

本システムは、公衆電話網 （注１）の加入者回線として、山間部、離島、国立公園等、

地理的制約等により有線の使用が困難な地域 （注２）（以下、「ルーラル地域」という。）

において、交換局とき線点までの間を有線に代替するためのシステムである。 

使用周波数帯は、2GHz 帯であり、ルーラル地域における所要伝送距離 20km を確保す

るために適している。 

（注 1） 一般加入電話及び高度サービス（ISDN、専用線、高速デジタル）を含む。 

（注 2） 加入者密度がおおむね 100 加入/km2以下の地域、加入者宅が収容交換局からお

おむね 7km 以上の地域、国立公園等で有線加入者伝送路の敷設が困難な地域

等。 

 

（２）システムの構成イメージ 

交換局

中継局 中継局

加入者局

加入者局

山間部山間部

離 島離 島

国立公園国立公園

交換局

中継局

加入者局
交換局

加入者局

加入者局

加入者局

ﾒﾀﾘｯｸｹｰﾌﾞﾙ

加入者宅

無 線

加入者局 中継局
又は

交換局

き線点
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§6-5-5 衛星管制 

 

（１）システムの概要 

本システムは、人工衛星を制御するための人工衛星局及びそれを管制するための

地球局である。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 
 

人工衛星局 

地球局 

テレメトリ 

コマンド 

参-174



§6-5-6 デジタルコードレス電話 

 

（１）システムの概要 

本システムは、PHS システムと同じ技術を利用し、家庭内等で使用されるコード

レス通信をデジタル化したものである。また、システム上、家庭内では、デジタル

コードレスの子機として使用できるが、屋外では、PHS システムの端末として利用す

ることも可能である。 

 

（２）システムの構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ＰＨＳ基地局 
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第６節 
 

 

 

2.4GHz 超 2.7GHz 以下 
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§6-6-1 2.4GHz 帯アマチュア無線 

 

（１）システムの概要 

アマチュア局とは、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線通信技術の興

味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う者が開設する無線局である。

2.4GHz 帯の周波数を使用し、テレビジョン通信、人工衛星を利用して行う通信、中

継無線局（レピータ）を通じて行う通信及び各種実験・研究の通信等に用いられて

いる。 

 

（２）システムの構成イメージ 
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アマチュア衛星 

レピーター局 
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§6-6-2 移動体識別（構内無線局及び特定小電力無線局） 

 

（１）システムの概要 

本システムは、ICチップとアンテナから構成され、同一構内において電波により

離れた場所からのデータの読み書き、同時複数認識が実現可能なシステムである。

なお、比較的狭いエリアをカバー可能な免許不要局（空中線電力10mW以下）及び比

較的広いエリアをカバー可能な構内無線局（空中線電力300mW以下）の2種類がある。 

 

（２）システムの構成イメージ 
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§6-6-3 道路交通情報通信システム（VICS ビーコン） 

 

（１）システムの概要 

本システムは、渋滞情報などの道路交通情報を、電波ビーコンなどを利用してリ

アルタイムにドライバーに提供するシステムである。平成 8 年 4 月からサービスが

開始されている。 

 

（２）システムの構成イメージ 
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§6-6-4 N-STAR 衛星移動通信システム 

 

（１）システムの概要 

本システムは、S バンドの静止軌道衛星を使用した日本国内向けの移動体通信シ

ステムであり、陸上移動体及び船舶に対して音声、FAX 等のサービスを提供している。

アップリンクは 2.6GHz 帯（2,660MHz を超え 2,690MHz 以下）及びダウンリンクは

2.5GHz 帯（2,505MHz を超え 2,535MHz 以下）の周波数帯を利用している。 

 

（２）システムの構成イメージ 
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§6-6-5 広帯域移動無線アクセスシステム 

 

 

（１）システムの概要 

本システムは、20Mbps から 40Mbps 程度以上の伝送速度を有するブロードバンド市

システムである。使用周波数については、移動通信（全国展開）用に 2545-2575MHz（30MHz

幅）及び 2595-2625MHz（30MHz 幅）が、各地域用（地域 WiMAX）として 2575-2595MHz の

うちガードバンドを除く 10MHz 幅が割当てられている。 

移動通信システムの高度化のニーズを踏まえ、小電力レピータの導入や 100Mbps

程度の高速サービスの提供を可能にするための高度化等を行っている。 

 

 

（２）システムの構成イメージ 
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§6-6-6 2.4GHz 帯小電力データ通信システム 

 

（１）システムの概要 

本システムは、国際的に取り決められた ISM バンド（産業科学医療用機器のため

のバンド）を利用するため、これらの機器からの干渉を容認することが前提で、近

年急速に普及が進んでいる無線 LAN（Bluetooth を含む）など、主にデータ伝送を目

的とした免許不要で使用されるシステムである。 

 

（２）システムの構成イメージ 
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§6-6-7 2.69GHz 帯電波天文 

 

（１）システムの概要 

本システムは、宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受

信の業務の用に供する受信設備である。本受信設備は、全国各地の国立天文台等に設置

され、星間物質の発見やブラックホール存在の証明など数々の研究に用いられており、

電波天文は今後も保護される必要がある。 

 

（２）システムの構成イメージ 
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§6-7-1 ASR（空港監視レーダー） 

 

（１）システムの概要 

本システムは、空港周辺の空域にある航空機の位置を探知し、航空機の進入及び

出発の管制のために使用しているシステムである。このレーダーも航空路監視レー

ダー（ARSR）と同様に二次監視レーダー（SSR）と連動して設置されている。 

本システムは、航空機の出発／進入の管制に使用するために空港に設置されてい

るレーダーで、半径約 50～80 マイルの空港周辺をカバーすることができるものであ

る。 

 

（２）システムの構成イメージ 
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§6-7-2 位置及び距離測定用レーダー（船位計） 

 

（１）システムの概要 

本システムは、船舶等に設置した従局の位置及び距離を、陸上の主局から測定す

ることで、海上における特定の地点の位置測定等を行うものである。海洋測量等の

各種海洋調査等や新造船及び修理船の試運転時に実施される船舶の各種性能試験等

に利用されている。 

 

（２）システムの構成イメージ 
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§6-7-3 3GHz 帯船舶レーダー 

 

（１）システムの概要 

本システムは、大型漁船や商船といった外洋を航行する比較的大型の船舶に設置する

無線航行のためのレーダーである。3GHz 帯の周波数の電波を使用し、PPI 表示方式によ

り他の船舶や陸岸を相対位置で表示するパルス式を用いており、気象に左右されない、

遠距離用、分解能が低い等の特徴がある。 

 

（２）システムの構成イメージ 
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