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参考１ 発射状況調査 

 

参考２ 各システムの概要 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  



 
 
 

参考では、3.4GHz を超える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 27 年度 
電波利用システム 測定局 

１ 5GHｚ帯 5GHｚ帯小電力データ通信ステム 全地方局（ビジネス街） 

２ 5GHｚ帯 5GHｚ帯小電力データ通信ステム 全地方局（住宅街） 

３ 5GHｚ帯 5GHｚ帯小電力データ通信ステム 全地方局（商業施設） 

４ 5GHｚ帯 5GHｚ帯小電力データ通信ステム 全地方局（地下駅等） 

 

 

 

また、参考２の構成については、９の周波数区分に対応し、各周波数区分を１節とし、

全部で９節の構成としている。 

 

【例】§6-2-6 「電波天文」の場合 

 

 

 

 

      §６－２－６ 
 

 
「参考」を表す 

「周波数区分の通し番号」を表す。 

この場合、２番目の周波数区分、 

すなわち 4.4GHz 超 5.85GHz 以下を示す。 

「システムの通し番号」を表す。 

この場合、６番目のシステムグループ、 

すなわち「電波天文」を示す 
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発射状況調査 



 



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（ビジネス街） 

調査局 北海道総合通信局（９月調査）

参考図表 測定場所：北海道札幌市中央区
測定日時： 2015年9月4日   10時頃 
測定条件： 

Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ

5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
5850MHz～5920MHz 

受信電力：-100dBm 

◆図表の見方：
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受

信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表してい
る。
・測定は、9月4日10時頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを
示す。

・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。

スペクトラムアナライザの画面

◆調査結果：

 札幌市中央区のビジネス街で測定したもので、測定時間内
において5260MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められた。 

◆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。

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上
段

下
段

大通西３丁目
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（ビジネス街） 

調査局 東北総合通信局（９月調査）

参考図表 測定場所：仙台市青葉区
日時： 2015年9月4日   10時頃 
測定条件： 

Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ

5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
5850MHz～5920MHz 

受信電力：-100dBm 

◆図表の見方：
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受

信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表してい
る。
・測定は、9月4日10時頃から5250MHz～5770MHz帯
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。

・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。

スペクトラムアナライザの画面

◆調査結果：

 仙台市青葉区のビジネス街で測定したもので、測定時間内
において5300MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められた。 

◆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。

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上
段

下
段
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（ビジネス街） 

調査局 関東総合通信局（７月調査） 

参考図表 測定場所：東京都千代田区 
日時： 2015年7月23日 10時頃 
測定条件： Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受
信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、7月23日10時頃から5250MHz～5770MHz帯
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。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 千代田区大手町付近のビジネス街で測定したもので、測定
時間内において5560MHz付近から5660MHz付近等で無線ＬＡ
Ｎの入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（ビジネス街） 

調査局 信越総合通信局（７月調査） 

参考図表 測定場所： 長野県長野市南千歳 
日時： 2015年7月27日 10時頃 
測定条件： 
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受
信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、7月27日10時頃から5250MHz～5770MHz帯
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。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 長野市南千歳に近いビジネス街で測定したもので、測定時
間内において多くの周波数で無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（ビジネス街） 

調査局 北陸総合通信局（９月調査） 

参考図表 測定場所：石川県金沢市上堤町 
日時： 2015年9月30日 11時半頃 
測定条件： 
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面は受信した周波数の範囲と受信レベルを
表している。 
・測定は、9月30日11時半頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に5250MHz
～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の電波の波
形を表している。 スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 金沢市上堤町付近のビジネス街で測定したもので、測定時
間内において5260MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められ
た。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（ビジネス街） 

調査局 東海総合通信局（７月調査） 

参考図表 測定場所：愛知県名古屋市中村区 
日時： 2015年7月22日 10時半頃 
測定条件： 
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受信レ
ベル、下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、7月22日10時半頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に5250MHz
～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の電波の波
形を表している。 スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 名古屋市中村区にある名古屋駅に近いビジネス街で測定し
たもので、測定時間内において5300MHz付近等で無線ＬＡＮの
入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（ビジネス街） 

調査局 近畿総合通信局（９月調査） 

参考図表 測定場所： 大阪府大阪市北区 
日時： 2015年9月8日   10時頃 
測定条件： 
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受

信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表してい
る。 
・測定は、9月8日10時頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを
示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 大阪市北区の大阪駅に近いビジネス街で測定したもので、
測定時間内において5620MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認
められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

参-１-7



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（ビジネス街） 

調査局 中国総合通信局（９月調査） 

参考図表 測定場所：広島県広島市中区 
日時： 2015年9月14日   10時半頃 
測定条件： 
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受信レ
ベル、下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月14日10時半頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に5250MHz
～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の電波の波
形を表している。 スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 広島市中区中町付近のビジネス街で測定したもので測定時
間内において5260MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められ
た。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

参-１-8



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（ビジネス街） 

調査局 四国総合通信局（８月調査） 

参考図表 測定場所：愛媛県松山市一番町 
日時： 2015年8月17日   10時頃 
測定条件： 
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲の受

信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表してい
る。 
・測定は、8月17日10時頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを
示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 松山市一番町２丁目付近のビジネス街で測定したもので、測
定時間内において5300MHzから5320MHz付近等で無線ＬＡＮ
の入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（ビジネス街） 

調査局 九州総合通信局（９月調査） 

参考図表 測定場所：福岡県福岡市博多区 
日時： 2015年9月2日   10時半頃 
測定条件： 
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受
信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月2日10時半頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示
す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 福岡市博多区祇園町付近のビジネス街で測定したもので、
測定時間内において5260MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認
められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（ビジネス街） 

調査局 沖縄総合通信事務所（９月調査） 

参考図表 測定場所：沖縄県那覇市 
日時： 2015年9月3日   10時半頃 
測定条件： 
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受信
レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月3日10時半頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示
す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の
電波の波形を表している。 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 那覇市の沖縄県庁付近のビジネス街で測定したもので、測
定時間内において5260MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認め
られた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

参-１-11



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 北海道総合通信局（９月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 札幌市北区北１１条西４丁目付近の住宅街で測定したもの
で、測定時間内において5260MHz付近等で無線ＬＡＮの入感
が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

測定場所： 北海道札幌市北区 
測定日時： 2015年9月3日   16時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲、下段
は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月3日16時頃から5250MHz～5770MHz帯を測
定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に5250MHz
～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の電波の波
形を表している。 

参-１-12



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 東北総合通信局（８月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 仙台市太白区茂庭台付近の住宅街で測定したもので、測 
定時間内において5620MHz付近で無線ＬＡＮの入感が認めら

れた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

測定場所： 宮城県仙台市太白区 
測定日時： 2015年8月26日   16時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲、下段は
時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、8月26日16時頃から5250MHz～5770MHz帯を測
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。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に5250MHz
～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の電波の波形
を表している。 

参-１-13



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 関東総合通信局（７月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 江戸川区中葛西１丁目付近の住宅街で測定したもので、
測定時間内において5300MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が
認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

測定場所： 東京都江戸川区 
測定日時： 2015年7月23日   16時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲、下段は
時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、7月23日16時頃から5250MHz～5770MHz帯を測
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。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に5250MHz
～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の電波の波形
を表している。 

参-１-14



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 信越総合通信局（９月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 長野市川中島町今井原付近の住宅街で測定したもので、
測定時間内において5300MHz付近で無線ＬＡＮの認められ
た。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

測定場所： 長野県長野市川中島町 
測定日時： 2015年9月14日   16時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲、下段は
時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月14日16時頃から5250MHz～5770MHz帯を測
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。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に5250MHz
～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の電波の波形
を表している。 

上 
段 

下 
段 

参-１-15



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 北陸総合通信局（９月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 金沢市田上新町付近の住宅街で測定したもので、測定時
間内ではっきりした入感を確認するに至らなかった。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

測定場所： 石川県金沢市田上新町 
測定日時： 2015年9月30日   16時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲、下段
は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月30日16時頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示
す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

参-１-16



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 東海総合通信局（７月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 愛知県名古屋市名東区朝日が丘付近の住宅街で測定し
たもので、測定時間内において5300MHz付近等で無線ＬＡＮ
の入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

測定場所： 名古屋市名東区 
測定日時： 2015年７月22日   16時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲、下段は
時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、7月22日16時頃から5250MHz～5770MHz帯を測
定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に5250MHz
～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の電波の波形
を表している。 

上 
段 

下 
段 

参-１-17



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 近畿総合通信局（９月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 大阪市都島区中野町５丁目付近の住宅街で測定したもので、
測定時間内において5300MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認
められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

測定場所：  大阪府大阪市都島区 
測定日時： 2015年9月4日   16時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲、下段は
時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月4日16時頃から5250MHz～5770MHz帯を測
定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に5250MHz
～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の電波の波形
を表している。 

上 
段 

下 
段 

参-１-18



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 中国総合通信局（９月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 広島市中区東白島町付近の住宅街で測定したもので、
5500MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

測定場所：  広島県広島市中区 
測定日時： 2015年9月14日   16時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲、下段は
時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月14日16時頃から5250MHz～5770MHz帯を測
定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に5250MHz
～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の電波の波形
を表している。 

上 
段 

下 
段 

参-１-19



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 四国総合通信局（８月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 松山市南町１丁目付近の住宅街で測定したもので、測定時
間内において5280MHz付近で無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

測定場所： 愛媛県松山市南町 
測定日時： 2015年8月17日   16時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲、下段は
時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、8月17日16時頃から5250MHz～5770MHz帯を測
定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に5250MHz
～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の電波の波形
を表している。 

上 
段 

下 
段 

参-１-20



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 九州総合通信局（９月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 福岡市早良区百道浜１丁目付近の住宅街で測定したもの
で、測定時間内において5300MHz付近等で無線ＬＡＮの入感
が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

測定場所： 福岡県福岡市早良区 
測定日時： 2015年9月2日   16時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲、下段は
時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月2日16時頃から5250MHz～5770MHz帯を測
定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時に5250MHz～
5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の電波の波形を
表している。 

上 
段 

下 
段 

参-１-21



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（住宅街）） 

調査局 沖縄総合通信事務所（９月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 那覇市銘苅１丁目付近の住宅街で測定したもので、測定時
間内において5300MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められ
た。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

測定場所： 沖縄県那覇市銘苅 
測定日時： 2015年9月3日   16時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲、下段は
時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月3日16時頃から5250MHz～5770MHz帯を測
定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に5250MHz
～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の電波の波形
を表している。 

上 
段 

下 
段 

参-１-22



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（商業施設）） 

調査局 北海道総合通信局（９月調査） 

参考図表 測定場所：北海道札幌市中央区  
測定日時： 2015年9月4日   14時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受

信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表してい
る。 
・測定は、9月4日14時頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを
示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯
域の電波の波形を表している。 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 札幌市中央区の札幌駅付近の商業施設で測定したもので、
測定時間内において5500MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認
められた。 
 
◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

参-１-23



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（商業施設）） 

調査局 東北総合通信局（９月調査） 

参考図表 測定場所：宮城県名取市 
測定日時： 2015年9月3日   14時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と
受信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表して
いる。 
・測定は、9月3日14時頃から5250MHz～5770MHz帯
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。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 名取市付近にある商業施設で測定したもので、測定時間内
において5580MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

参-１-24



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（商業施設）） 

調査局 関東総合通信局（９月調査） 

参考図表 測定場所：東京都渋谷区 
測定日時： 2015年7月30日   14時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受
信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表してい
る。 
・測定は、7月30日14時頃から5250MHz～5770MHz帯
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。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 渋谷区の渋谷駅付近の商業施設で測定したもので、測定時
間内において多くの無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

参-１-25



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（商業施設）） 

調査局 信越総合通信局（７月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 長野市の県庁付近の商業施設で測定したもので、測定時間
内において5500MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

測定場所：長野県長野市 
測定日時： 2015年7月27日   14時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受
信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、7月27日14時頃から5250MHz～5770MHz帯
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。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日頃時に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

参-１-26



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（商業施設）） 

調査局 北陸総合通信局（９月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 金沢市片町付近の商業施設で測定したもので、測定時間内
において5540MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

 
 

測定場所：石川県金沢市 
測定日時： 2015年9月30日   14時半頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面は受信した周波数の範囲と受信レベル
を表している。 
・測定は、9月30日14時半頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示
す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の
電波の波形を表している。 

参-１-27



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（商業施設）） 

調査局 東海総合通信局（７月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 名古屋市中区大須付近の商業施設で測定したもので測定時
間内において5300MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

測定場所： 愛知県名古屋市中区 
測定日時： 2015年7月22日   14時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受

信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表してい
る。 
・測定は、7月22日14時頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを
示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

参-１-28



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（商業施設）） 

調査局 近畿総合通信局（９月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 大阪市中央区天満橋付近の商業施設で測定したもので、測
定時間内において5300MHz付近や5520MHz付近等で無線ＬＡ
Ｎの入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

測定場所： 大阪府大阪市中央区 
測定日時： 2015年9月4日   14時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受信
レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月4日14時頃から5250MHz～5770MHz帯を
測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

参-１-29



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（商業施設）） 

調査局 中国総合通信局（９月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 広島市安佐南区祇園付近の商業施設で測定したもので、
測定時間内において5300MHz付近や5680MHz付近等で無
線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

測定場所： 広島県広島市安佐南区 
測定日時： 2015年9月11日   14時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受信
レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月11日14時頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示
す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

参-１-30



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（商業施設）） 

調査局 四国総合通信局（９月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 松山市宮田町付近の商業施設で測定したもので、測定時間
内において5300MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

測定場所： 愛媛県松山市 
測定日時： 2015年9月4日   14時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受信
レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月4日14時頃から5250MHz～5770MHz帯を
測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の
電波の波形を表している。 

参-１-31



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（商業施設）） 

調査局 九州総合通信局（９月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 糟屋郡粕屋町付近の商業施設で測定したもので、測定時間
内において5300MHz付近や5540MHz付近等で無線ＬＡＮの入
感が認められた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

測定場所：福岡県糟屋郡 
測定日時： 2015年9月1日   14時半頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受信レ
ベル、下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月1日14時半頃から5250MHz～5770MHz帯を
測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に5250MHz
～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の電波の波形
を表している。 

参-１-32



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（商業施設）） 

調査局 沖縄総合通信事務所（９月調査） 

参考図表 

スペクトラムアナライザの画面 

◆調査結果： 
 那覇市おもろまち付近の商業施設で測定したもので、測定
時間内において5540MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認めら
れた。 
 

◆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。 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5650MHz～5725MHz 5725MHz～5770MHz 

Wi-Spyの画面 

5850MHz～5925MHz 

上 
段 

下 
段 

測定場所： 沖縄県那覇市 
測定日時： 2015年9月3日   14時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 
  

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受信
レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月3日14時頃から5250MHz～5770MHz帯を
測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

参-１-33



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（地下駅等）） 

調査局 北海道総合通信局（９月調査） 

参考図表 測定場所： 北海道札幌市中央区 
測定日時： 2015年9月4日   9時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 

 

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と

受信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表し
ている。 
・測定は、9月4日9時頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さ
を示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯
域の電波の波形を表している。 

Wi-Spyの画面 

上 
段 

下 
段 

スペクトラムアナライザの画面 
5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5850MHz～5925MHz 5725MHz～5770MHz 5650MHz～5725MHz 

◆調査結果： 
 札幌市中央区にある地下駅で測定したもので、測定時
間内において5510MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認め
られた。 
 

◆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。 

参-１-34



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（地下駅等）） 

調査局 東北総合通信局（８月調査） 

参考図表 測定場所：宮城県仙台市青葉区 
測定日時： 2015年8月26日  8時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 

 

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受

信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表してい
る。 
・測定は、8月26日8時頃から5250MHz～5770MHz帯
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。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯
域の電波の波形を表している。 

Wi-Spyの画面 

上 
段 

下 
段 

スペクトラムアナライザの画面 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5850MHz～5925MHz 5725MHz～5770MHz 5650MHz～5725MHz 

◆調査結果： 
 仙台市青葉区の地下駅で測定したもので、測定時間内
において5300MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められ
た。 
 

◆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。 
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（地下駅等）） 

調査局 関東総合通信局（７月調査） 

参考図表 測定場所：東京都新宿区 
測定日時： 2015年7月30日  9時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 

 
◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受

信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表してい
る。 
・測定は、7月30日9時頃から5250MHz～5770MHz帯
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。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯
域の電波の波形を表している。 

Wi-Spyの画面 

上 
段 

下 
段 

スペクトラムアナライザの画面 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5850MHz～5925MHz 5725MHz～5770MHz 5650MHz～5725MHz 

◆調査結果： 
 新宿区の地下駅で測定したもので、測定時間内において
5280MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（地下駅等）） 

調査局 信越総合通信局（７月調査） 

参考図表 測定場所：長野県長野市 
測定日時： 2015年7月27日  9時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 

 
◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受

信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表してい
る。 
・測定は、7月27日9時頃から5250MHz～5770MHz帯
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。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

Wi-Spyの画面 

上 
段 

下 
段 

スペクトラムアナライザの画面 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5850MHz～5925MHz 5725MHz～5770MHz 5650MHz～5725MHz 

◆調査結果： 
 長野市の地下駅で測定したもので、測定時間内において
受信レベルは弱いが無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 
◆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。 
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（地下駅等）） 

調査局 北陸総合通信局（９月調査） 

参考図表 測定場所：石川県金沢市 
測定日時： 2015年9月30日  9時半頃 
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 

 
◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面は受信した周波数の範囲と電波の強
さを表している。 
・測定は、9月30日9時半頃から5250MHz～5770MHz
帯を測定し、その使用帯域及び電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

Wi-Spyの画面 

スペクトラムアナライザの画面 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5850MHz～5925MHz 5725MHz～5770MHz 5650MHz～5725MHz 

◆調査結果： 
 金沢市の地下駅等で測定したもので、測定時間内にお
いて5580MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 
◆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。 
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（地下駅等）） 

調査局 東海総合通信局（７月調査） 

参考図表 測定場所：愛知県名古屋市中区 
測定日時： 2015年7月23日  9時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 

 
◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受信
レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、7月23日9時頃から5250MHz～5770MHz帯を
測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域
の電波の波形を表している。 

Wi-Spyの画面 

上 
段 

下 
段 

スペクトラムアナライザの画面 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5850MHz～5925MHz 5725MHz～5770MHz 5650MHz～5725MHz 

◆調査結果： 
 名古屋市中区にある地下駅で測定したもので、測定時
間内において5300MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認め
られた。 
 

◆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。 

参-１-39



調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（地下駅等）） 

調査局 近畿総合通信局（９月調査） 

参考図表 測定場所：大阪府大阪市北区 
測定日時： 2015年9月8日  9時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 

 

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と

受信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表し
ている。 
・測定は、9月8日9時頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さ
を示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯
域の電波の波形を表している。 

Wi-Spyの画面 

上 
段 

下 
段 

スペクトラムアナライザの画面 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5850MHz～5925MHz 5725MHz～5770MHz 5650MHz～5725MHz 

◆調査結果： 
 大阪市北区の地下駅で測定したもので、測定時間内で
広い範囲で無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（地下駅等）） 

調査局 中国総合通信局（９月調査） 

参考図表 測定場所：広島県広島市 
測定日時： 2015年9月14日  9時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 

 
◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受
信レベル、下段は時間軸上の電波の強を表している。 
・測定は、9月14日9時頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを
示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯
域の電波の波形を表している。 

Wi-Spyの画面 

上 
段 

下 
段 

スペクトラムアナライザの画面 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5850MHz～5925MHz 5725MHz～5770MHz 5650MHz～5725MHz 

◆調査結果： 
 広島市の地下駅等で測定したもので、測定時間内にお
いて5280MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（地下駅等）） 

調査局 四国総合通信局（８月調査） 

参考図表 測定場所：愛媛県松山市 
測定日時： 2015年8月19日  8時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 

 

◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受

信レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表してい
る。 
・測定は、8月19日8時頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを
示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯
域の電波の波形を表している。 

Wi-Spyの画面 

上 
段 

下 
段 

スペクトラムアナライザの画面 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5850MHz～5925MHz 5725MHz～5770MHz 5650MHz～5725MHz 

◆調査結果： 
 松山市の地下駅等で測定したもので、測定時間内にお
いて5250MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（地下駅等） 

調査局 九州総合通信局（９月調査） 

参考図表 測定場所：福岡県福岡市博多区 
測定日時： 2015年9月2日 9時頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 

 
◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲、
下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月2日9時頃から5250MHz～5770MHz帯
を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さ
を示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯
域の電波の波形を表している。 

Wi-Spyの画面 

上 
段 

下 
段 

スペクトラムアナライザの画面 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5850MHz～5925MHz 5725MHz～5770MHz 5650MHz～5725MHz 

◆調査結果： 
 福岡市博多区の地下駅で測定したもので、測定時間内
において5520ＭＨｚ付近等で無線ＬＡＮの入感が認められ
た。 
 

◆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。 
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調査対象
システム ５GHz帯小電力データ通信ステム（無線LAN（地下駅等）） 

調査局 沖縄総合通信事務所（９月調査） 

参考図表 測定場所： 沖縄県那覇市 
測定日時： 2015年9月25日 9時45分頃 
測定条件：  
 Wi-Spy：中心周波数5510MHz 
 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾝﾗｲｻﾞ 
  5250MHz～5350MHz、5470MHz～5650MHz 
  5650MHz～5725MHz、5725MHz～5770MHz 
  5850MHz～5920MHz 
受信電力：-100dBm 

 
◆図表の見方： 
・Wi-Spyの画面の上段は受信した周波数の範囲と受信
レベル、下段は時間軸上の電波の強さを表している。 
・測定は、9月25日9時45分頃から5250MHz～5770MHz
帯を測定し、その使用帯域及び色違いで電波の強さを
示す。 
・スペクトラムアナライザの画面は、同日時頃に
5250MHz～5920MHzを測定し、それぞれの測定帯域の
電波の波形を表している。 

Wi-Spyの画面 

上 
段 

下 
段 

スペクトラムアナライザの画面 

5250MHz～5350MHz 5470MHz～5650MHz 

5850MHz～5925MHz 5725MHz～5770MHz 5650MHz～5725MHz 

◆調査結果： 
 那覇市の地下駅等で測定したもので、測定時間内にお
いて5300MHz付近等で無線ＬＡＮの入感が認められた。 
 

◆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。 
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