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総括 





 平成 27 年度電波の利用状況調査では、3.4GHz 帯を超える周波数帯域を 9 つの区分に

分け、それぞれの区分ごとに評価を実施した。 

全体の評価 

評価結果を総括すると、本周波数帯域は放送事業用や電気通信事業用の固定局、船舶

や航空機に搭載するレーダー、無線アクセスシステム、衛星通信システム、衛星放送の

無線局等、多種多様に利用されており、周波数区分によって使用条件が異なっている。

このため、一概に周波数区分ごとの利用状況を比較することは難しいが、いずれの周波

数区分も国際的な周波数割当てと整合がとれており、新たなシステムの導入を進めてい

る周波数区分、デジタル技術等の周波数有効利用技術の導入率が高い周波数区分など、

周波数の有効利用の取組も進められていることから、各周波数区分とも全体としては適

切に利用されていると評価できる。 

電波に関する需要動向については、本周波数帯域全体の無線局数は平成 24 年度調査時

の 139,364 局が今回調査時には 146,242 局に約 5%増加している。この無線局数の増加は

主として、4.4GHz 超 5.85GHz 以下の周波数区分での 5GHz 帯無線アクセスシステムが平

成 24年度調査時の 11,136局から今回調査時に 17,050局に増加していることによるもの

である。また、免許不要の無線システムでは、5GHz 帯小電力無線システム（免許不要）

の出荷台数が、平成 18～20 年度の 3 ヶ年で約 830 万台だったものが平成 21～23 年度の

3ヵ年で約 4,900万台、平成 24～26年の 3ヵ年で約 1億 800万台に大幅に増加している。 

本周波数帯域の主要な動向として、3.4GHz 超 4.4GHz 以下の周波数区分では、平成 26

年 12月に 3480MHzから 3600MHzまでの周波数について第 4世代移動通信システムの特定

基地局に関する３件の開設計画を認定しており、今後は同システムの無線局数の増加が

見込まれるところである。 

4.4GHz 超 5.85GHz 以下の周波数区分では、出荷台数が大幅に増加している 5GHz 帯小

電力無線システム（免許不要）について、平成 27 年 12 月に情報通信審議会で屋内限定

の周波数帯の屋外での利用等の検討が開始されたところである。 

8.5GHz 超 10.25GHz 以下の周波数区分では、航空機に搭載する合成開口レーダー（SAR）

の導入や航空機用気象レーダー等が使用している周波数を陸上の気象レーダーに使用可

能にする検討等、新たなレーダーの導入や既存レーダーの高度化の検討が進められてい

る。 

さらに、調査対象の周波数区分のうち、最も周波数が高い 36GHz 超の周波数区分では、

平成 26 年に狭帯域化の制度整備が行われた 80GHz 帯高速無線伝送システム、平成 26 年

に導入された 120GHz 帯映像 FPU や平成 27 年 11 月に高度化の制度整備が行われた 60GHz

帯小電力データ通信システム等、これまで様々な新たなシステムの導入や既存システム

の高度化が行われてきており、また今後も行われる見込みである。 

 本周波数帯域は電波の利用状況調査の対象となる 3 つの周波数帯域の中で最も高い周

波数帯域であり、主要な動向で触れたそれぞれの取組をはじめとして、新たなシステム

の導入及び既存システムの高度化が活発に進められている周波数帯である。引き続きこ

れらの取組が進められ、より周波数が有効に利用されることが必要である。 

最後に、今回の電波の利用状況調査の評価結果を踏まえ、各周波数区分の評価を再掲

すると次のとおりである。 
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（１） 3.4GHz 超 4.4GHz 以下の周波数区分 

本周波数区分の利用状況については、4,200-4,400MHz帯の電波高度計が 74.7％、

3,400-3,456MHz 帯の放送事業用無線局が 19.8％を占めているが、平成 26 年 12 月

に 3480MHz から 3600MHz までの周波数について第 4 世代移動通信システムの特定

基地局に関する３件の開設計画を認定しており、今後は、同システムの利用が中

心となると考えられる。 

本周波数区分については、3.6-4.2GHz 帯を利用していた 4GHz 帯電気通信業務用

固定無線システムが平成 24 年 11 月 30 日までに他の周波数帯への移行又は光ファ

イバへの代替を完了し、3,456-3,600MHz 帯を利用していた映像 STL/TTL/TSL が平

成 24 年 11 月 30 日までに他の周波数帯への移行を完了している。 

3,400-3,456MHz 帯については、放送監視制御、音声 FPU 及び音声 STL/TTL/TSL

が使用しており、周波数再編アクションプラン（平成 27 年 10 月改定版）におい

て最長で平成 34 年 11 月 30 日までに周波数移行することとしている。それらの無

線局数を平成 24 年度調査時と今回の調査時で比較してみると、放送監視制御が

148 局から 77 局へ、音声 STL/TTL/TSL が 283 局から 212 局へと減少しており、音

声 FPU が 7 局のまま変わっていない。 

これらのシステムの免許人のうち、移行・代替・廃止計画を有している免許人

の割合は、放送監視制御で 78.9％、音声 FPU で 66.7％、音声 STL/TTL/TSL で 61.8％

であり、音声 FPU で約 3 割、音声 STL/TTL/TSL で約 4 割の免許人がいまだ移行・

代替・廃止の計画を有していなかった。移行・代替・廃止の実施予定については、

全部又は一部について移行計画ありと回答した免許人のうち、13 者が「1 年以内」

8 者が「1 年超 3 年以内」と回答している一方で、49 者が「平成 34 年 11 月末まで」

と回答しており、長期的な移行予定を考えている免許人が多く存在している。 

これらの状況を踏まえると、免許人においては、計画的に移行を進めていく必

要がある。また、第 4 世代移動通信システムの導入に向けた環境整備を早急かつ

着実に進めていく必要がある。 

このため、第 4 世代移動通信システムの置局の進展や需要動向等を踏まえて、

3,400-3,456MHz 帯の最終の周波数の使用期限の設定を速やかに実施する必要があ

る。 

 

（２） 4.4GHz 超 5.85GHz 以下の周波数区分 

本周波数区分の利用状況については、5GHz 帯無線アクセスシステム（登録局）

[4.9-5.0GHz帯及び 5.03-5.091GHz帯]の無線局が 65.7％、次いで DSRCが 21.5％、

アマチュアが 10.4％を占め、この 3 つのシステムで 97.5％を占めている。国際的

な周波数割当てとも整合がとれており、適切に利用されていると言える。 

将来の第 4世代移動通信システムの候補周波数帯とされている 4.4-4.9GHz帯に

ついては、同帯域を使用していた 5GHz 帯電気通信業務用固定無線システムが平成

24 年 11 月 30 日までに他の周波数帯への移行又は光ファイバでの代替を完了させ

ている。また、3.6-4.2GHz 帯及び 4.4GHz-4.9GHz 帯への第 4 世代移動通信システ

ムの導入の実現に向けて、技術的な課題を整理して周波数ごとの取組の優先順位

付けを行うとともに、この周波数に移動通信システムを導入するための共同利用

を促進する技術試験を実施しているところである。 

5GHz 帯小電力無線システム（免許不要）については、平成 18～20 年度の 3 ヶ年

において約 830 万台だったものが平成 21～23 年度の 3 ヵ年に約 4,900 万台に、今

回調査時の平成 24～26 年の 3 ヵ年においては出荷台数が約 1 億 800 万台と 1 億台

を突破するなど、5GHz 帯を利用したデータ伝送システムが非常に多くのユーザー
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に利用されており、かつその需要が増加傾向にあると考えられることから、屋内

限定の周波数帯の屋外での利用や使用周波数帯の拡張について着実に検討を進め

ていくことが必要である。 

 

（３） 5.85GHz 超 8.5GHz 以下の周波数区分 

本周波数帯区分の利用状況については、映像 FPU（B バンド、C バンド及び D バ

ンド）が 43.8％を占め、また 6.5GHz 帯/7.5GHz 帯電通・公共・一般業務（中継系・

エントランス）が 42.6％を占めており、これらで全体の 8 割以上を占めている。

デジタル技術等の周波数有効利用技術の導入率も高く、適切に利用されていると

言える。 

本周波数区分は、映像・音声 STL/TTL/TSL 等の放送事業用無線局や電気通信業

務用固定無線システムに使用されている。本周波数区分の無線局数は、平成 24 年

度調査時と比較すると 337 局増加しており、今後も 3.4GHz 帯放送事業用無線局の

受入れ先として無線局数の増加が想定されることから、周波数利用効率を更に高

めていくことが期待される。 

 

（４） 8.5GHz 超 10.25GHz 以下の周波数区分 

本周波数区分は、主に船舶航行用レーダー、SART（捜索救助用レーダートラン

スポンダ）に利用されており、この 2 つのシステムで無線局数の 9 割以上を占め

ている。国際的な周波数割当てとも整合がとれており、適切に利用されていると

言える。 

本周波数区分を利用する気象レーダーは、9GHz 気象レーダーの無線局数が 12

局、航空機気象レーダーが 1,001 局となっており、本周波数区分の全体に占める

無線局数の割合は、2 つを合わせても 1.9％に過ぎない。しかし、今後は、ゲリラ

豪雨等の観測体制強化のため、9GHz 帯気象レーダーの需要も高まってくると考え

られるほか、5GHz 帯気象レーダーの受入先としての役割も期待されるため、狭帯

域化等の技術を導入し、更なる周波数有効利用を図っていくことが望ましい。 

また、本周波数区分については、航空機に搭載する合成開口レーダー（SAR）の

導入や船舶航行用レーダーの狭帯域化（固体素子化）、航空機用気象レーダー等が

使用している周波数を陸上の気象レーダーに使用可能にする検討がそれぞれ進め

られている。これらは新たなレーダーの導入や既存レーダーの高度化を行うもの

であり、いずれも本周波数区分の周波数の有効利用につながるものであることか

ら、引き続き検討を推進することが適当である。 

 

（５） 10.25GHz 超 13.25GHz 以下の周波数区分 

本周波数区分の利用状況については、11GHz 帯電気通信業務（中継系・エントラ

ンス）の無線局が 40.2％を占め、次いで映像 FPU（E バンド）が 15.5％、速度セ

ンサ／進入検知センサが 10.4％を占めている。国際的な周波数割当てとも整合が

とれており、適切に利用されていると言える。 

本周波数区分の各電波利用システムの無線局数は、全体的にほぼ横ばいで、

11GHz 帯電気通信業務（中継系・エントランス）が前回調査時の約４分の３（1,930

局減少）と大きく減少している。 

災害・故障時等における対策状況は、例えば地震対策について「全て実施」が

映像 STL/TTL/TSL（F バンド）及び 11GHz 帯電気通信業務（中継系・エントランス）

で 100％、映像 STL/TTL/TSL（E バンド、G バンド）で 96.6％、12GHz 帯公共・一

般業務（中継系・エントランス）で 85.6％となっているなど、多くの無線局が対
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策をとっている状況が見て取れる。放送事業用無線局は放送番組の取材や放送コ

ンテンツのスタジオから放送局への伝送のために、電気通信業務用無線局は信頼

性の高い電気通信サービスの提供のためにそれぞれ不可欠なものであり、災害・

故障時等における対策が多くの無線局でとられている状況は望ましいものである。 

また、放送事業用無線局の多くはデジタル化技術を導入済み又は導入中である

が、今後もデジタル化を促進して放送事業用無線局の有効利用を図っていくこと

が望ましい。 

BS 放送及び CS 放送の無線局数は、今回調査時と平成 24 年度調査時で同じ無線

局数である。合計で 15局と無線局数は少ないものの、衛星放送の受信世帯数は年々

増加している。このような状況を踏まえて、現在の右旋円偏波に加えて左旋円偏

波を使用したチャネルの増加や超高精細度テレビジョン放送の開始などの高度化

を進めていくことが望ましい。 

11GHz 帯電気通信業務（中継系・エントランス）については、平成 24 年度調査

時と比較して無線局数が 4 分の 3 に減少しているが、15GHz 帯、18GHz 帯及び 22GHz

帯の電気通信業務用固定局と併せて、光ファイバの敷設が困難な地域での携帯電

話基地局の展開や、携帯電話システムの災害時の信頼性確保のために重要な無線

局であり、多値変調方式の導入等、システム高度化のための無線設備規則等の改

正を平成 27 年 3 月に実施したことも踏まえて、今後も周波数の有効利用を図って

いくことが望ましい。 

 

（６） 13.25GHz 超 21.2GHz 以下の周波数区分 

本周波数区分の利用状況については、衛星アップリンク（Ku バンド）が 54.4％

を占め、次いで 18GHz 帯電気通信業務（エントランス）が 20.9％、15GHz 帯電気

通信業務（中継系・エントランス）が 13.7％となっており、これら 3 つのシステ

ムで本周波数区分の無線局の 9 割近く（89.0％）を占めている。デジタル技術等

の周波数有効利用技術の導入率が高く、国際的な周波数割当てとも整合がとれて

おり、適切に利用されていると言える。 

衛星アップリンク（Ku バンド）の 12,629 局のうち 90.6％にあたる 11,440 局が

関東に集中するなど、関東においては特に多くの地球局が運用されている。 

15GHz 帯電気通信業務（中継系・エントランス）及び 18GHz 帯電気通信業務（エ

ントランス）は、平成 24 年度調査時と比較して 1 割程度減少しているが、11GHz

帯及び 22GHz 帯の電気通信業務用固定局と併せて、光ファイバの敷設が困難な地

域での携帯電話基地局の展開や、携帯電話システムの災害時の信頼性確保のため

に重要な無線局であり、多値変調方式の導入等、システム高度化のための無線設

備規則等の改正を平成 27 年 3 月に実施したことも踏まえて、今後も周波数の有効

利用を図っていくことが望ましい。 

 

（７） 21.2GHz 超 23.6GHz 以下の周波数区分 

本周波数区分の利用状況については、22GHz 帯電気通信業務（中継系・エントラ

ンス）が 39.0％を占め、次いで 22GHz 帯広帯域加入者無線・22GHz 帯加入者系無

線アクセスが 37.1％となっており、これら 2 つのシステムで本周波数区分の無線

局の 7 割以上を占めているが、両システムとも平成 24 年度調査時と比較すると無

線局数が減少している。デジタル技術等の周波数有効利用技術の導入率が高く、

国際的な周波数割当てとも整合がとれており、適切に利用されていると言える。 

22GHz 帯電気通信業務（中継系・エントランス）については、平成 24 年度調査

時と比較すると 3 分の 1 以下に減少しているが、11GHz 帯、15GHz 帯及び 18GHz 帯
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の電気通信業務用固定局と併せて、光ファイバの敷設が困難な地域での携帯電話

基地局の展開や、携帯電話システムの災害時の信頼性確保のために重要な無線局

であり、多値変調方式の導入等、システム高度化のための無線設備規則等の改正

を平成 27 年 3 月に実施したことも踏まえて、今後も周波数の有効利用を図ってい

くことが望ましい。 

 

（８） 23.6GHz 超 36GHz 以下の周波数区分 

本周波数区分の利用状況については、26GHz 帯加入者系無線アクセスシステムが

81.1%、次いで 24GHz 帯アマチュアが 12.6%を占め、これら 2 つのシステムで本周

波数区分の無線局の 9 割以上を占めている。本周波数区分においては、26GHz 帯加

入者系無線アクセスシステムの無線局数が平成 24年度調査時の 4,103局から今回

調査時の 6,150 局へと約 1.5 倍に増加しており、他の無線局は横ばい又は減少し

ているが、全体としては平成 24 年度調査時の 5,671 局が今回調査時では 7,579 局

に増加している。 

また、Ka バンド衛星アップリンクの周波数帯における海上ブロードバンド衛星

通信の導入に向けた検討等、新たなシステムの導入に向けた動きが進んでおり、

このような新たなシステムの導入や既存システムの高度化などの周波数の有効利

用に資する取組が引き続き進められることが望ましい。 

24GHz 帯特定小電力機器（移動体検知センサ）の 3 ヵ年の出荷台数は、約 10 万

台から約 55 万台へと大きく増加している。本システムは、前回調査時には約 50

万台から約 10 万台に大きく減少したシステムであり、同様の使い方をされる

10GHz 帯特定小電力機器と併せて、今後も継続して出荷台数の動向を把握していく

ことが望ましい。 

 

（９） 36GHz 超の周波数区分 

本周波数区分の利用状況については、免許不要の無線局である 76GHz 帯ミリ波

レーダーの出荷台数が平成 24～26 年度の 3 ヵ年で 513,257 台と突出して多い。 

免許を要する無線局の中では、50GHz 帯簡易無線が 1,281 局で 36.6％を占め、

次いで 47GHz 帯アマチュアが 17.0％、40GHz 帯駅ホーム画像伝送が 16.3％を占め

ており、これら 3 つのシステムで本周波数区分の無線局の約 70％を占めている。

本周波数区分の無線局数については、平成 24 年度調査時の 3,810 局から 3,500 局

へと 310 局減少しているが、これは 50GHz 帯簡易無線の無線局数が 617 局減少し

たことによるもので、他システムの無線局数については、ほぼ横ばいで推移して

いる。 

本周波数区分は、平成 23 年に導入され平成 26 年に狭帯域化の制度整備が行わ

れた 80GHz 帯高速無線伝送システム、平成 26 年に導入された 120GHz 帯映像 FPU、

平成 24 年に導入された 79GHz 帯高分解能レーダーシステムや平成 27 年 11 月に高

度化の制度整備が行われた 60GHz 帯小電力データ通信システムなど、新たなシス

テムが次々に導入され、また高度化されている周波数区分である。全周波数区分

の中で最も高い周波数で、新規周波数の開拓が活発に進められている周波数であ

る。今後も利用可能な周波数を増やすための研究開発や技術試験事務を進めると

ともに、すでに導入された無線システムの普及が円滑に進むように、ニーズを踏

まえて適切に高度化や制度改正などの対応を行っていくことが必要である。 
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