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調査対象
システム １５０MHz帯  簡易無線 

調査局 北海道総合通信局 

参考図表 測定場所： 札幌市豊平区 
測定日時： 2014年 6月 7日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 
            154.44375MHz   
                  ～154.6125MHz 
測定電圧： -20dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月7日0時～
24時までの間、150MHz帯におけ
る簡易無線の周波数の電波を
測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、9時
頃から18時頃にかけて、複数の
周波数で入感が認められている。    
◆注意事項/制約条件 
・150MHz帯簡易無線は、
154.44375MHz～154.6125 MHz
の間においてアナログ方式9波、
デジタル方式28波により利用さ
れている。 

札幌市豊平区における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム １５０MHz帯  簡易無線 

調査局 東北総合通信局 

参考図表 測定場所： 仙台市青葉区 
測定日時： 2014年 5月14日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 
            154.44375MHz   
                  ～154.6125MHz 
測定電圧： -20dBμV    
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、5月14日0時
～24時までの間、150MHz帯に
おける簡易無線の周波数の電
波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、6時
頃から20時頃にかけて、複数の
周波数で入感が認められている
とともに、一部の周波数ではほ
ぼ24時間通した入感も認められ
た。   
◆注意事項/制約条件 
・150MHz帯簡易無線は、
154.44375MHz～154.6125 MHz
の間においてアナログ方式9波、
デジタル方式28波により利用さ
れている。 
 

仙台市青葉区における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム １５０MHz帯  簡易無線 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 測定場所： 千葉県市原市 
測定日時： 2014年11月19日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 
            154.44375MHz   
                  ～154.6125MHz 
測定電圧： -10dBμV    
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、11月19日0時
～24時までの間、150MHz帯に
おける簡易無線の周波数の電
波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、時
間帯に関係なく、複数の周波数
で入感が認められているととも
に、一部の周波数では24時間通
した入感も認められた。   
◆注意事項/制約条件 
・150MHz帯簡易無線は、
154.44375MHz～154.6125 MHz
の間においてアナログ方式9波、
デジタル方式28波により利用さ
れている。 

千葉県市原市における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム １５０MHz帯  簡易無線 

調査局 信越総合通信局 

参考図表 測定場所： 長野市 
測定日時： 2014年 6月 9日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 
            154.44375MHz   
                  ～154.6125MHz 
測定電圧： -16dBμV    
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月9日0時～
24時までの間、150MHz帯におけ
る簡易無線の周波数の電波を
測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、8時
頃から18時頃にかけて、複数の
周波数で入感が認められている
とともに、一部の周波数では深
夜に及ぶ入感も多く認められた。 
◆注意事項/制約条件 
・150MHz帯簡易無線は、
154.44375MHz～154.6125 MHz
の間においてアナログ方式9波、
デジタル方式28波により利用さ
れている。 
 

長野市における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム １５０MHz帯  簡易無線 

調査局 北陸総合通信局 

参考図表 測定場所： 福井市 
測定日時： 2014年 7月 4日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 
            154.44375MHz   
                  ～154.6125MHz 
測定電圧： -20dBμV    
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、7月4日0時～
24時までの間、150MHz帯におけ
る簡易無線の周波数の電波を
測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、7時
頃から18時頃にかけて、複数の
周波数で入感が認められている
とともに、一部の周波数では深
夜での入感も認められた。 
◆注意事項/制約条件 
・150MHz帯簡易無線は、
154.44375MHz～154.6125 MHz
の間においてアナログ方式9波、
デジタル方式28波により利用さ
れている。 

福井市における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム １５０MHz帯  簡易無線 

調査局 東海総合通信局 

参考図表 測定場所： 名古屋市名東区 
測定日時： 2014年 5月27日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 
            154.44375MHz   
                  ～154.6125MHz 
測定電圧： 0dBμV    
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、5月27日0時
～24時までの間、150MHz帯に
おける簡易無線の周波数の電
波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、8時
頃から18時頃にかけて、複数の
周波数で入感が認められている
とともに、一部の周波数ではほ
ぼ24時間通した入感も多く認め
られた。 
◆注意事項/制約条件 
・150MHz帯簡易無線は、
154.44375MHz～154.6125 MHz
の間においてアナログ方式9波、
デジタル方式28波により利用さ
れている。 

名古屋市名東区における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム １５０MHz帯  簡易無線 

調査局 近畿総合通信局 

参考図表 測定場所： 大阪市港区 
測定日時： 2014年 5月 7日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 
            154.44375MHz   
                  ～154.6125MHz 
測定電圧： -20dBμV    
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、5月7日0時～
24時までの間、150MHz帯におけ
る簡易無線の周波数の電波を
測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、6時
頃から20時頃にかけて、複数の
周波数で入感が認められている
とともに、一部の周波数ではほ
ぼ24時間通した入感も多く認め
られた。  
◆注意事項/制約条件 
・150MHz帯簡易無線は、
154.44375MHz～154.6125 MHz
の間においてアナログ方式9波、
デジタル方式28波により利用さ
れている。 
 

大阪市港区における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム １５０MHz帯  簡易無線 

調査局 中国総合通信局 

参考図表 測定場所： 広島市西区 
測定日時： 2014年 7月 5日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 
            154.44375MHz   
                  ～154.6125MHz 
測定電圧： -19dBμV     
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、7月5日0時～
24時までの間、150MHz帯におけ
る簡易無線の周波数の電波を
測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、6時
頃から18時頃にかけて、複数の
周波数で入感が認められている
とともに、一部の周波数ではほ
ぼ24時間通した入感も認められ
た。   
◆注意事項/制約条件 
・150MHz帯簡易無線は、
154.44375MHz～154.6125 MHz
の間においてアナログ方式9波、
デジタル方式28波により利用さ
れている。 

広島市西区における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム １５０MHz帯  簡易無線 

調査局 四国総合通信局 

参考図表 測定場所： 松山市 
測定日時： 2014年 6月12日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 
            154.44375MHz   
                  ～154.6125MHz 
測定電圧： -20dBμV     
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月12日0時
～24時までの間、150MHz帯に
おける簡易無線の周波数の電
波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、8時
頃から18時頃にかけて、複数の
周波数で入感が認められている
とともに、一部の周波数では深
夜に及ぶ入感も認められた。   
◆注意事項/制約条件 
・150MHz帯簡易無線は、
154.44375MHz～154.6125 MHz
の間においてアナログ方式9波、
デジタル方式28波により利用さ
れている。 

松山市における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム １５０MHz帯  簡易無線 

調査局 九州総合通信局 

参考図表 測定場所： 福岡市東区 
測定日時： 2014年 4月21日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 
            154.44375MHz   
                  ～154.6125MHz 
測定電圧： -20dBμV    
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、4月21日0時
～24時までの間、150MHz帯に
おける簡易無線の周波数の電
波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、時
間帯に関係なく、複数の周波数
で入感が認められた。   
◆注意事項/制約条件 
・150MHz帯簡易無線は、
154.44375MHz～154.6125 MHz
の間においてアナログ方式9波、
デジタル方式28波により利用さ
れている。 
 

福岡市東区における簡易無線の発射状況 

04/21 06:00  

04/21 12:00  

04/21 00:00  

04/21 18:00  

04/21 00:00  
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調査対象
システム １５０MHz帯  簡易無線 

調査局 沖縄総合通信事務所 

参考図表 測定場所： 那覇市 
測定日時： 2014年 6月16日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 
            154.44375MHz   
                  ～154.6125MHz 
測定電圧： -18dBμV     
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月16日0時
～24時までの間、150MHz帯に
おける簡易無線の周波数の電
波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、7時
頃から20時頃にかけて、複数の
周波数で入感が認められている。   
◆注意事項/制約条件 
・150MHz帯簡易無線は、
154.44375MHz～154.6125 MHz
の間においてアナログ方式9波、
デジタル方式28波により利用さ
れている。 

那覇市における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム ３５０MHz帯  簡易無線 

調査局 北海道総合通信局 

参考図表 測定場所： 札幌市豊平区 
測定日時： 2014年 6月 8日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 348.5625MHz 
            ～348.8MHz 
測定電圧： -20dBμV  
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月8日0時～
24時までの間、 350MHz帯にお
ける簡易無線用の周波数の電
波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、4波
において24時間通した入感が認
められた。 
・ アナログ方式の音声通信のほ
か、データ伝送にも利用されて
いる。    
◆注意事項/制約条件 
・ 350MHz帯簡易無線は、
348.5625MHz～348.8MHzの間に
おいてアナログ方式20波により
利用されている。 
・簡易無線によるこの周波数帯
の使用期限は、2022年11月30
日までとなっている。 

札幌市豊平区における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム ３５０MHz帯  簡易無線 

調査局 東北総合通信局 

参考図表 測定場所： 仙台市青葉区 
測定日時： 2014年 5月19日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 348.5625MHz 
            ～348.8MHz 
測定電圧： -15dBμV    
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、5月19日0時
～24時までの間、350MHz帯に
おける簡易無線用の周波数の
電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、 4波
において24時間通した入感が認
められたとともに、時間帯に関係
なく、複数の周波数で入感が認
められた。 
・ アナログ方式の音声通信のほ
か、データ伝送にも利用されて
いる。  
◆注意事項/制約条件 
・ 350MHz帯簡易無線は、
348.5625MHz～348.8MHzの間に
おいてアナログ方式20波により
利用されている。 
・簡易無線によるこの周波数帯
の使用期限は、2022年11月30
日までとなっている。 

仙台市青葉区における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム ３５０MHz帯  簡易無線 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 測定場所： 千葉県市原市 
測定日時： 2014年 11月20日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 348.5625MHz 
            ～348.8MHz 
測定電圧： -10dBμV    
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、11月20日0時
～24時までの間、350MHz帯に
おける簡易無線用の周波数の
電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、時
間帯に関係なく、複数の周波数
で入感が認められた。 
・ アナログ方式の音声通信のほ
か、データ伝送にも利用されて
いる。    
◆注意事項/制約条件 
・ 350MHz帯簡易無線は、
348.5625MHz～348.8MHzの間に
おいてアナログ方式20波により
利用されている。 
・簡易無線によるこの周波数帯
の使用期限は、2022年11月30
日までとなっている。 

千葉県市原市における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム ３５０MHz帯  簡易無線 

調査局 信越総合通信局 

参考図表 測定場所： 長野市 
測定日時： 2014年 7月23日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 348.5625MHz 
            ～348.8MHz 
測定電圧： -20dBμV    
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、7月23日0時
～24時までの間、350MHz帯に
おける簡易無線用の周波数の
電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、7時
頃から17時頃にかけて、複数の
周波数で入感が認められた。 
◆注意事項/制約条件 
・ 350MHz帯簡易無線は、
348.5625MHz～348.8MHzの間に
おいてアナログ方式20波により
利用されている。 
・簡易無線によるこの周波数帯
の使用期限は、2022年11月30
日までとなっている。 

長野市における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム ３５０MHz帯  簡易無線 

調査局 北陸総合通信局 

参考図表 測定場所： 石川県内灘町 
測定日時： 2014年 7月 4日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 348.5625MHz 
            ～348.8MHz 
測定電圧： -14dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、7月4日0時～
24時までの間、350MHz帯におけ
る簡易無線用の周波数の電波
を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、2波
において24時間通した入感が認
められたとともに、5時頃及び18
時頃から23時頃にかけて特定の
周波数において単時間の入感
が認められた。 
・ アナログ方式の音声通信のほ
か、データ伝送にも利用されて
いる。 
◆注意事項/制約条件 
・ 350MHz帯簡易無線は、
348.5625MHz～348.8MHzの間に
おいてアナログ方式20波により
利用されている。 
・簡易無線によるこの周波数帯
の使用期限は、2022年11月30
日までとなっている。 

石川県内灘町における簡易無線の発射状況 
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調査対象
システム ３５０MHz帯  簡易無線 

調査局 東海総合通信局 

参考図表 測定場所： 名古屋市名東区 
測定日時： 2014年 5月28日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 348.5625MHz 
            ～348.8MHz 
測定電圧： 0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、5月28日0時
～24時までの間、350MHz帯に
おける簡易無線用の周波数の
電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、時
間帯に関係なく、複数の周波数
で入感が認められた。 
・ アナログ方式の音声通信のほ
か、データ伝送にも利用されて
いる。    
◆注意事項/制約条件 
・ 350MHz帯簡易無線は、
348.5625MHz～348.8MHzの間に
おいてアナログ方式20波により
利用されている。 
・簡易無線によるこの周波数帯
の使用期限は、2022年11月30
日までとなっている。 

名古屋市名東区における簡易無線の発射状況 

参-23



調査対象
システム ３５０MHz帯  簡易無線 

調査局 近畿総合通信局 

参考図表 測定場所： 大阪市港区 
測定日時： 2014年 5月 9日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 348.5625MHz 
            ～348.8MHz 
測定電圧： -20dBμV    
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、5月9日0時～
24時までの間、350MHz帯におけ
る簡易無線用の周波数の電波
を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、 3波
において24時間通した入感が認
められたとともに、時間帯に関係
なく、複数の周波数で入感が認
められた。 
 ・ アナログ方式の音声通信の
ほか、データ伝送にも利用され
ている。   
◆注意事項/制約条件 
・ 350MHz帯簡易無線は、
348.5625MHz～348.8MHzの間に
おいてアナログ方式20波により
利用されている。 
・簡易無線によるこの周波数帯
の使用期限は、2022年11月30
日までとなっている。 

大阪市港区における簡易無線の発射状況 

参-24



調査対象
システム ３５０MHz帯  簡易無線 

調査局 中国総合通信局 

参考図表 測定場所： 広島市西区 
測定日時： 2014年 6月28日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 348.5625MHz 
            ～348.8MHz 
測定電圧： -20dBμV 
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月28日0時
～24時までの間、350MHz帯に
おける簡易無線用の周波数の
電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、 2波
において24時間通した入感が認
められたとともに、時間帯に関係
なく、複数の周波数で入感が認
められた。 
・ アナログ方式の音声通信のほ
か、データ伝送にも利用されて
いる   
◆注意事項/制約条件 
・ 350MHz帯簡易無線は、
348.5625MHz～348.8MHzの間に
おいてアナログ方式20波により
利用されている。 
・簡易無線によるこの周波数帯
の使用期限は、2022年11月30
日までとなっている。 

広島市西区における簡易無線の発射状況 

参-25



調査対象
システム ３５０MHz帯  簡易無線 

調査局 四国総合通信局 

参考図表 測定場所： 松山市 
測定日時： 2014年 6月21日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 348.5625MHz 
            ～348.8MHz 
測定電圧： -18dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月21日0時
～24時までの間、350MHz帯に
おける簡易無線用の周波数の
電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、8時
頃から18時頃にかけて、複数の
周波数において入感が認められ
た。   
◆注意事項/制約条件 
・ 350MHz帯簡易無線は、
348.5625MHz～348.8MHzの間に
おいてアナログ方式20波により
利用されている。 
・簡易無線によるこの周波数帯
の使用期限は、2022年11月30
日までとなっている。 

松山市における簡易無線の発射状況 

参-26



調査対象
システム ３５０MHz帯  簡易無線 

調査局 九州総合通信局 

参考図表 測定場所： 福岡市東区 
測定日時： 2014年 4月22日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 348.5625MHz 
            ～348.8MHz 
測定電圧： -20dBμV    
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、4月22日0時
～24時までの間、350MHz帯に
おける簡易無線用の周波数の
電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、 5波
において24時間通した入感が認
められたとともに、時間帯に関係
なく、複数の周波数で入感が認
められた。 
・ アナログ方式の音声通信のほ
か、データ伝送にも利用されて
いる   
◆注意事項/制約条件 
・ 350MHz帯簡易無線は、
348.5625MHz～348.8MHzの間に
おいてアナログ方式20波により
利用されている。 
・簡易無線によるこの周波数帯
の使用期限は、2022年11月30
日までとなっている。 

福岡市東区における簡易無線の発射状況 

04/22 06:00  

04/22 12:00  

04/22 00:00  

04/22 18:00  

04/22 00:00  

参-27



調査対象
システム ３５０MHz帯  簡易無線 

調査局 沖縄総合通信事務所 

参考図表 測定場所： 那覇市 
測定日時： 2014年 6月17日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 348.5625MHz 
            ～348.8MHz 
測定電圧： -15dBμV    
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月17日0時
～24時までの間、350MHz帯に
おける簡易無線用の周波数の
電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、一
部の特定の周波数において、8
時頃から11時頃に短時間の入
感が認められた。   
◆注意事項/制約条件 
・ 350MHz帯簡易無線は、
348.5625MHz～348.8MHzの間に
おいてアナログ方式20波により
利用されている。 
・簡易無線によるこの周波数帯
の使用期限は、2022年11月30
日までとなっている。 

那覇市における簡易無線の発射状況 

参-28



調査対象
システム ４００MHz帯  地域振興用無線 

調査局 北海道総合通信局 

参考図表 測定場所： 札幌市豊平区 
測定日時： 2014年 6月11日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 367.45MHz～ 
                       367.7375MHz 
測定電圧： -20dBμV 
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月11日0時
～24時までの間、400MHz帯に
おける主に地域振興用無線局
の周波数の電波を測定したもの
で、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： 
・サンプルの周波数帯では、時
間帯に関係なく、複数の周波数
で入感が認められたとともに、一
部の周波数ではほぼ24時間通
した入感も認められた。   
◆注意事項/制約条件 
・地域振興用無線は、地域振興
のために開設する無線局による
ものであって、地方公共団体や
農業協同組合、商工会議所、地
域の企業などが構成員となる団
体等が免許主体となる。 

札幌市豊平区における地域振興用無線の発射状況 

参-29



調査対象
システム ４００MHz帯  地域振興用無線 

調査局 東北総合通信局 

参考図表 測定場所： 仙台市青葉区 
測定日時： 2014年 5月26日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 367.45MHz～ 
                       367.7375MHz 
測定電圧： - 20dBμV 
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、5月26日0時
～24時までの間、400MHz帯に
おける主に地域振興用無線局
の周波数の電波を測定したもの
で、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： 
・サンプルの周波数帯では、8時
頃から17時頃にかけて、複数の
周波数で入感が認められたとと
もに、深夜に及ぶ入感も認めら
れた。    
◆注意事項/制約条件 
・地域振興用無線は、地域振興
のために開設する無線局による
ものであって、地方公共団体や
農業協同組合、商工会議所、地
域の企業などが構成員となる団
体等が免許主体となる。 

仙台市青葉区における地域振興用無線の発射状況 

参-30



調査対象
システム ４００MHz帯  地域振興用無線 

調査局 関東総合通信局 

参考図表 測定場所： 東京都小金井市 
測定日時： 2014年 6月27日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 367.45MHz～ 
                       367.7375MHz 
測定電圧： - 20dBμV 
 
◆図表の見方： 
・ 縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月27日0時
～24時までの間、400MHz帯に
おける主に地域振興用無線局
の周波数の電波を測定したもの
で、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： 
・サンプルの周波数帯では、時
間帯に関係なく、複数の周波数
で入感が認められたとともに、深
夜に及ぶ入感も認められた。   
◆注意事項/制約条件 
・地域振興用無線は、地域振興
のために開設する無線局による
ものであって、地方公共団体や
農業協同組合、商工会議所、地
域の企業などが構成員となる団
体等が免許主体となる。 

東京都小金井市における地域振興用無線の発射状況 

参-31



調査対象
システム ４００MHz帯  地域振興用無線 

調査局 信越総合通信局 

参考図表 測定場所： 長野市 
測定日時： 2014年 6月17日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 367.45MHz～ 
                       367.7375MHz 
測定電圧： - 13dBμV 
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月17日0時
～24時までの間、400MHz帯に
おける主に地域振興用無線局
の周波数の電波を測定したもの
で、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： 
・サンプルの周波数帯では、複
数の周波数でほぼ24時間通した
入感が認められた。   
◆注意事項/制約条件 
・地域振興用無線は、地域振興
のために開設する無線局による
ものであって、地方公共団体や
農業協同組合、商工会議所、地
域の企業などが構成員となる団
体等が免許主体となる。 

長野市における地域振興用無線の発射状況 

参-32



調査対象
システム ４００MHz帯  地域振興用無線 

調査局 北陸総合通信局 

参考図表 測定場所： 富山県水橋入江 
測定日時： 2014年 7月 3日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 367.45MHz～ 
                       367.7375MHz 
測定電圧： -20dBμV 
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、7月3日0時～
24時までの間、400MHz帯におけ
る主に地域振興用無線局の周
波数の電波を測定したもので、
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： 
・サンプルの周波数帯では、3時
頃から23時頃にかけて、複数の
周波数で入感が認められたとと
もに、6波において深夜に及ぶ入
感も認められた。   
◆注意事項/制約条件 
・地域振興用無線は、地域振興
のために開設する無線局による
ものであって、地方公共団体や
農業協同組合、商工会議所、地
域の企業などが構成員となる団
体等が免許主体となる。 

富山県水橋入江における地域振興用無線の発射状況 

参-33



調査対象
システム ４００MHz帯  地域振興用無線 

調査局 東海総合通信局 

参考図表 測定場所： 名古屋市名東区 
測定日時： 2014年 5月30日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 367.45MHz～ 
                       367.7375MHz 
測定電圧： 0dBμV 
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、5月30日0時
～24時までの間、400MHz帯に
おける主に地域振興用無線局
の周波数の電波を測定したもの
で、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： 
・サンプルの周波数帯では、8時
頃から17時頃にかけて、複数の
周波数で入感が認められたとと
もに、夜間に及ぶ入感も認めら
れた。   
◆注意事項/制約条件 
・地域振興用無線は、地域振興
のために開設する無線局による
ものであって、地方公共団体や
農業協同組合、商工会議所、地
域の企業などが構成員となる団
体等が免許主体となる。 

名古屋市名東区における地域振興用無線の発射状況 

参-34



調査対象
システム ４００MHz帯  地域振興用無線 

調査局 近畿総合通信局 

参考図表 測定場所： 大阪市港区 
測定日時： 2014年 5月14日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 367.45MHz～ 
                       367.7375MHz 
測定電圧： -20dBμV 
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、5月14日0時
～24時までの間、400MHz帯に
おける主に地域振興用無線局
の周波数の電波を測定したもの
で、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： 
・サンプルの周波数帯では、8時
頃から20時頃にかけて、複数の
周波数において入感が認められ
たとともに、深夜に及ぶ入感も認
められた。   
◆注意事項/制約条件 
・地域振興用無線は、地域振興
のために開設する無線局による
ものであって、地方公共団体や
農業協同組合、商工会議所、地
域の企業などが構成員となる団
体等が免許主体となる。 

大阪市港区における地域振興用無線の発射状況 

参-35



調査対象
システム ４００MHz帯  地域振興用無線 

調査局 中国総合通信局 

参考図表 測定場所： 広島市西区 
測定日時： 2014年 6月30日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 367.45MHz～ 
                       367.7375MHz 
測定電圧： -20dBμV 
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月30日0時
～24時までの間、400MHz帯に
おける主に地域振興用無線局
の周波数の電波を測定したもの
で、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： 
・サンプルの周波数帯では、8時
頃から17時頃にかけて、複数の
周波数において入感が認められ
たとともに、夜間に及ぶ入感も認
められた。   
◆注意事項/制約条件 
・地域振興用無線は、地域振興
のために開設する無線局による
ものであって、地方公共団体や
農業協同組合、商工会議所、地
域の企業などが構成員となる団
体等が免許主体となる。 

広島市西区における地域振興用無線の発射状況 

参-36



調査対象
システム ４００MHz帯  地域振興用無線 

調査局 四国総合通信局 

参考図表 測定場所： 松山市 
測定日時： 2014年 6月23日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 367.45MHz～ 
                       367.7375MHz 
測定電圧： -19dBμV 
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月23日0時
～24時までの間、400MHz帯に
おける主に地域振興用無線局
の周波数の電波を測定したもの
で、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： 
・サンプルの周波数帯では、8時
頃から17時頃にかけて、複数の
周波数において入感が認められ
たとともに、夜間に及ぶ入感も認
められた。   
◆注意事項/制約条件 
・地域振興用無線は、地域振興
のために開設する無線局による
ものであって、地方公共団体や
農業協同組合、商工会議所、地
域の企業などが構成員となる団
体等が免許主体となる。 

松山市における地域振興用無線の発射状況 

参-37



調査対象
システム ４００MHz帯  地域振興用無線 

調査局 九州総合通信局 

参考図表 測定場所： 福岡市東区 
測定日時： 2014年 6月24日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 367.45MHz～ 
                       367.7375MHz 
測定電圧： 0dBμV 
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月24日0時～
24時までの間、400MHz帯における
主に地域振興用無線局の周波数
の電波を測定したもので、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： 
・サンプルの日時では、入感が認
められなかった。   
◆注意事項/制約条件 
・地域振興用無線は、地域振興の
ために開設する無線局によるもの
であって、地方公共団体や農業協
同組合、商工会議所、地域の企業
などが構成員となる団体等が免許
主体となる。 

福岡市東区における地域振興用無線の発射状況 

06/24 06:00  

06/24 12:00  

06/24 00:00  

06/24 18:00  

06/24 00:00  

参-38



調査対象
システム ４００MHz帯  地域振興用無線 

調査局 沖縄総合通信事務所 

参考図表 測定場所： 那覇市 
測定日時： 2014年 6月 5日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 367.45MHz～ 
                       367.7375MHz 
測定電圧： -11dBμV 
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月5日0時～
24時までの間、400MHz帯におけ
る主に地域振興用無線局の周
波数の電波を測定したもので、
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： 
・サンプルの周波数帯では、複
数の周波数においてほぼ24時
間通した入感が認められた。   
◆注意事項/制約条件 
・地域振興用無線は、地域振興
のために開設する無線局による
ものであって、地方公共団体や
農業協同組合、商工会議所、地
域の企業などが構成員となる団
体等が免許主体となる。 

那覇市における地域振興用無線の発射状況 
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調査対象
システム ４００MHz帯  タクシー無線 

調査局 北海道総合通信局 

参考図表 測定場所： 札幌市豊平区 
測定日時： 2014年 6月 3日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 450.8MHz～ 
                         450.9MHz 
測定電圧： -20dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月3日0時～
24時までの間、400MHz帯におけ
るタクシー用の無線局の周波数
の電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、複
数の特定の周波数において24
時間通した入感が認められた。   
◆注意事項/制約条件 
・400MHz帯タクシー無線には、
364.8MHz～459.5MHzの範囲内
の特定の周波数が割り当てられ
ている。 
・アナログ通信方式の周波数の
使用期限は、2016年5月31日ま
でとなっている。 

札幌市豊平区におけるタクシー無線の発射状況 
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調査対象
システム ４００MHz帯  タクシー無線 

調査局 東北総合通信局 

参考図表 測定場所： 仙台市青葉区 
測定日時： 2014年 6月 4日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 450.6MHz～ 
                         450.7MHz 
測定電圧： 0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月4日0時～
24時までの間、400MHz帯におけ
るタクシー用の無線局の周波数
の電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、複
数の特定の周波数において24
時間通した入感が認められた。 
◆注意事項/制約条件 
・400MHz帯タクシー無線には、
364.8MHz～459.5MHzの範囲内
の特定の周波数が割り当てられ
ている。 
・アナログ通信方式の周波数の
使用期限は、2016年5月31日ま
でとなっている。 

仙台市青葉区におけるタクシー無線の発射状況 
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調査対象
システム ４００MHz帯  タクシー無線 

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年 6月11日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 450.2MHz～ 
                         451.2MHz 
測定電圧： -7dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月11日0時
～24時までの間、400MHz帯に
おけるタクシー用の無線局の周
波数の電波を測定したもので、
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： 
・サンプルの周波数帯では、時
間帯に関係なく、ほぼ全帯域で
入感が認められた。 。   
◆注意事項/制約条件 
・400MHz帯タクシー無線には、
364.8MHz～459.5MHzの範囲内
の特定の周波数が割り当てられ
ている。 
・アナログ通信方式の周波数の
使用期限は、2016年5月31日ま
でとなっている。 

千代田区におけるタクシー無線の発射状況 
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調査対象
システム ４００MHz帯  タクシー無線 

調査局 信越総合通信局 

参考図表 測定場所： 長野市 
測定日時： 2014年 6月 2日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 450.3875MHz 
                        ～450.4875MHz 
測定電圧： -12dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月2日0時～
24時までの間、400MHz帯におけ
るタクシー用の無線局の周波数
の電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、複数
の特定の周波数において24時間
通した入感が認められた。   
◆注意事項/制約条件 
・400MHz帯タクシー無線には、
364.8MHz～459.5MHzの範囲内の
特定の周波数が割り当てられて
いる。 
・アナログ通信方式の周波数の使
用期限は、2016年5月31日までと
なっている。 

長野市におけるタクシー無線の発射状況 
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調査対象
システム ４００MHz帯  タクシー無線 

調査局 北陸総合通信局 

参考図表 測定場所： 石川県内灘町 
測定日時： 2014年 7月 2日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 450.475MHz 
                         ～450.575MHz 
測定電圧： -20dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、7月2日0時～
24時までの間、400MHz帯におけ
るタクシー用の無線局の周波数
の電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、複数
の特定の周波数において24時間
通した入感が認められた。 
◆注意事項/制約条件 
・400MHz帯タクシー無線には、
364.8MHz～459.5MHzの範囲内の
特定の周波数が割り当てられて
いる。 
・アナログ通信方式の周波数の使
用期限は、2016年5月31日までと
なっている。 

石川県内灘町におけるタクシー無線の発射状況 
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調査対象
システム ４００MHz帯  タクシー無線 

調査局 東海総合通信局 

参考図表 測定場所： 名古屋市名東区 
測定日時： 2014年 6月 3日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 450.5MHz～ 
                         450.6MHz 
測定電圧： 0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月3日0時～
24時までの間、400MHz帯におけ
るタクシー用の無線局の周波数
の電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、複数
の特定の周波数において24時間
通した入感が認められた。  
◆注意事項/制約条件 
・400MHz帯タクシー無線には、
364.8MHz～459.5MHzの範囲内
の特定の周波数が割り当てられ
ている。 
・アナログ通信方式の周波数の
使用期限は、2016年5月31日ま
でとなっている。 

名古屋市名東区におけるタクシー無線の発射状況 
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調査対象
システム ４００MHz帯  タクシー無線 

調査局 近畿総合通信局 

参考図表 測定場所： 大阪市港区 
測定日時： 2014年 6月13日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 450.65MHz～ 
                         450.75MHz 
測定電圧： -18dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月13日0時
～24時までの間、400MHz帯に
おけるタクシー用の無線局の周
波数の電波を測定したもので、
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： 
・サンプルの周波数帯では、複
数の特定の周波数において24
時間通した入感が認められた。 
◆注意事項/制約条件 
・400MHz帯タクシー無線には、
364.8MHz～459.5MHzの範囲内
の特定の周波数が割り当てられ
ている。 
・アナログ通信方式の周波数の
使用期限は、2016年5月31日ま
でとなっている。 
 

大阪市港区におけるタクシー無線の発射状況 
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調査対象
システム ４００MHz帯  タクシー無線 

調査局 中国総合通信局 

参考図表 測定場所： 広島市西区 
測定日時： 2014年 6月27日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 450.975MHz 
                         ～451.075MHz 
測定電圧： -20dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月27日0時～
24時までの間、400MHz帯におけ
るタクシー用の無線局の周波数
の電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、複数
の特定の周波数において24時間
通した入感が認められた。  
◆注意事項/制約条件 
・400MHz帯タクシー無線には、
364.8MHz～459.5MHzの範囲内の
特定の周波数が割り当てられて
いる。 
・アナログ通信方式の周波数の使
用期限は、2016年5月31日までと
なっている。 

広島市西区におけるタクシー無線の発射状況 
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調査対象
システム ４００MHz帯  タクシー無線 

調査局 四国総合通信局 

参考図表 測定場所： 松山市 
測定日時： 2014年 6月 3日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 450.5MHz～ 
                          450.6MHz 
測定電圧： -17dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月3日0時～
24時までの間、400MHz帯におけ
るタクシー用の無線局の周波数
の電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、特
定の周波数において24時間通し
た入感が認められたとともに、7
時頃から23時頃にかけて複数の
特定の周波数で入感が認められ
た。   
◆注意事項/制約条件 
・400MHz帯タクシー無線には、
364.8MHz～459.5MHzの範囲内
の特定の周波数が割り当てられ
ている。 
・アナログ通信方式の周波数の
使用期限は、2016年5月31日ま
でとなっている。 

松山市におけるタクシー無線の発射状況 
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調査対象
システム ４００MHz帯  タクシー無線 

調査局 九州総合通信局 

参考図表 測定場所： 福岡市東区 
測定日時： 2014年 6月 6日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 450.4625MHz 
                       ～450.5625MHz
測定電圧： 0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月6日0時～
24時までの間、400MHz帯におけ
るタクシー用の無線局の周波数
の電波を測定したもので、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： 
・サンプルの周波数帯では、複
数の特定の周波数において24
時間通した入感が認められた。 
◆注意事項/制約条件 
・400MHz帯タクシー無線には、
364.8MHz～459.5MHzの範囲内
の特定の周波数が割り当てられ
ている。 
・アナログ通信方式の周波数の
使用期限は、2016年5月31日ま
でとなっている。 

福岡市東区におけるタクシー無線の発射状況 
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調査対象
システム ４００MHz帯  タクシー無線 

調査局 沖縄総合通信事務所 

参考図表 測定場所： 那覇市 
測定日時： 2014年 6月13日 
                       0時～24時 
測定対象周波数： 450.2125MHz 
                       ～450.3125MHz 
測定電圧： 0dBμV   
 
◆図表の見方： 
・縦軸：時間 
・横軸：周波数 
・このサンプルは、6月13日0時
～24時までの間、400MHz帯に
おけるタクシー用の無線局の周
波数の電波を測定したもので、
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： 
・サンプルの周波数帯では、複
数の特定の周波数において24
時間通した入感が認められた。   
◆注意事項/制約条件 
・400MHz帯タクシー無線には、
364.8MHz～459.5MHzの範囲内
の特定の周波数が割り当てられ
ている。 
・アナログ通信方式の周波数の
使用期限は、2016年5月31日ま
でとなっている。 

那覇市におけるタクシー無線の発射状況 

参-50
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