
第２章 

平成 29年度電波の利用状況調査の概要 



第１節 調査概要 

（１）調査対象

714MHz以下の周波数帯を対象として調査を実施した。

（２）調査基準日

平成 29年 3月 1日を基準として実施した。

（３）調査事項及び調査方法

調査省令第 5条に基づき、免許を受けた無線局、登録を受けた無線局並びに免許

及び登録を要しない無線局に係る調査を実施した。免許を受けた無線局に係る調査

については、電波法第 103条の 2第 4項第 2号に規定する総合無線局管理ファイル

に記録されている情報の整理及び同法第 26 条の 2 第 6 項の規定に基づき免許人に

対して報告を求める事項の収集により実施した。また、登録を受けた無線局に係る

調査については、登録人の数及び登録局の数に関して、電波法第 103条の 2第 4項

第 2 号に規定する総合無線局管理ファイルに記録されている情報の整理により実

施した。 

714MHz以下の周波数帯を使用する無線局の調査事項等 

（調査省令第 5条関係） 

調 査 事 項 調 査 方 法 

① 免許人の数

② 無線局の数

③ 無線局の目的及び用途

④ 無線設備の使用技術

電波法第 103条の 2第 4項第 2号に規

定する総合無線局管理ファイルに記

録されている情報の整理 

⑤ 無線局の具体的な使用実態

⑥ 他の電気通信手段への代替可能性

⑦ 電波を有効利用するための計画

⑧ 使用周波数の移行計画

電波法第 26 条の 2 第 6 項の規定に基

づき免許人に対して報告を求める事

項の収集 

注 包括免許の無線局については、電波法第 103 条の 2 第 5 項に規定する開設無

線局数のみを調査事項とし、調査省令第 5 条第 2 項第 1 号に規定する方法に

より実施した。 
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免許及び登録を要しない無線局に係る調査については、次に掲げる区別ごとに、それ

ぞれの欄に示す調査事項及び調査方法により実施した。 

免許及び登録を要しない無線局の調査事項等（調査省令第５条関係） 

１ 区 別 ２ 調 査 事 項 ３ 調 査 方 法 

 電波法第 38 条の 6 第

1 項の技術基準適合証明

を受けた無線設備 

技術基準適合証明を

受けた無線設備の台数 

 電波法第 38 条の 6 第 2 項に

基づき登録証明機関に対して

報告を求める事項の整理 

 電波法第 38条の 24第

1 項の工事設計認証に係

る無線設備 

特定無線設備の技術

基準適合証明等に関す

る規則第 19 条第 1 項第

4 号に規定する検査を行

った特定無線設備の数

量 

 電波法第 38条の 29において

準用する同法第 38 条の 20 第 1

項に基づき同法第 38条の 24第

1 項の工事設計認証を受けた者

に対して報告を求める事項の

整理及び同条第 3項において準

用する同法第 38 条の 6 第 2 項

に基づき登録証明機関に対し

て報告を求める事項の整理 

 電波法第 38条の 31第

1 項の技術基準適合証明

に係る無線設備 

 技術基準適合証明を

受けた無線設備の台数 

 電波法第 38条の 31第 4項に

おいて準用する同法第 38 条の

6 第 2 項に基づき承認証明機関

に対して報告を求める事項の

整理 

 電波法第 38条の 31第

5 項の工事設計認証に係

る無線設備 

 特定無線設備の技術

基準適合証明等に関す

る規則第 35 条第１項第

4 号に規定する検査を行

った特定無線設備の数

量 

 電波法第 38条の 31第 6項に

おいて準用する同法第 38 条の

20 第 1 項の規定に基づき同法

第 38条の 31第 5項の工事設計

認証を受けた者に対して報告

を求める事項の整理及び同条

第 6項において準用する同法第

38 条の 6 第 2 項に基づき承認

証明機関に対して報告を求め

る事項の整理 

 電波法第 38条の 33第

1 項の確認に係る無線設

備 

 特定無線設備の技術

基準適合証明等に関す

る規則第 40 条第 1 項第

 電波法第 38条の 38において

準用する同法第 38 条の 20 第 1

項に基づき同法第 38条の 33第
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4 号に規定する検査を行

った特別特定無線設備

の数量 

4 項の届出業者に対して報告を

求める事項の整理 

 特定機器に係る適合

性評価手続の結果の外

国との相互承認の実施

に関する法律（平成 13年

法律第 111 号）第 33 条

第 2項の工事設計認証に

係る無線設備 

 特定機器に係る適合

性評価手続の結果の外

国との相互承認の実施

に関する法律（平成 13年

法律第 111 号）第 33 条

第 2項の規定により法第

38 条の 25 第 2 項の規定

が適用される場合にお

ける特定無線設備の技

術基準適合証明等に関

する規則第 19 条第 1 項

第 4号に規定する検査を

行った特定無線設備の

数量 

 特定機器に係る適合性評価

手続の結果の外国との相互承

認の実施に関する法律（平成 13

年法律第 111 号）第 33 条第 2

項の工事設計認証を受けた者

に対して報告を求める事項の

整理 

注 「調査事項」の各欄の台数又は数量は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関す

る規則第 2 条第 1 項に定める特定無線設備又は同条第 2 項に定める特別特定無線設

備の種別ごとの台数又は数量とする。ただし、一の特定無線設備又は特別特定無線設

備の種別において、2以上の周波数を使用する特定無線設備又は特別特定無線設備に

ついては、それぞれの周波数ごとの台数又は数量とする。 

（４）調査の評価

電波法第 26 条の 2 第 2 項に規定するとおり、利用状況調査の結果に基づき、電

波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の

事情を勘案して、電波の有効利用の程度を評価した。 

平成 29年度調査の評価に当たっては、714MHz以下の周波数帯を 5に区分し、各

周波数区分に属する電波利用システムの電波の利用状況を基に、各周波数区分の評

価を行った（第 2節を参照）。 

（５）評価結果の公表

電波法第 26 条の 2 第 3 項に規定するとおり、利用状況調査及び評価の結果をイ

ンターネットの利用により公表するほか、総務省総合通信基盤局及び総合通信局に

おいて公衆の閲覧に供する。 
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（６）調査等のスケジュール

平成 29年 4月 総務省より免許人に調査票を送付

平成 29年 6月 調査票を回収

平成 29年 7月～平成 30年 3月 調査票の集計、分析及び評価を実施

平成 30年 5月～平成 30年 6月 評価（案）についてパブリックコメントを実施

平成 30年 7月 パブリックコメントの結果を公表（予定）

電波監理審議会に諮問（予定） 

調査結果及び評価結果を公表（予定） 

第２節 評価方法 

（１） 平成 29年度調査の評価に当たっては、対象周波数帯（714MHz以下の周波数帯）

を 5に区分し、それぞれの周波数区分ごとに評価を行う。

（２） 各周波数区分の評価に当たっては、各区分の周波数の電波を使用している電波利

用システムの電波の利用状況を基に評価を行う。平成 29年度調査では、総計約 350

万局の電波利用システムの評価を行っている。

（３） 平成 29年度調査では、評価結果における集計方法の一部見直しを実施した。平

成 29年度の集計方法は以下の通りである。

■３章 各地方局等における周波数区分ごとの評価結果

●第 1款

①各総合通信局の主な概要

前回調査の無線局数と比較するために、電波利用システムごとに属している

無線局数を集計し、各電波利用システムの無線局を合算している。なお、同

一周波数区分で複数の電波利用システムに属している無線局については、1

局として計上している。ただし、複数周波数区分に属する場合はそれぞれの

周波数区分において計上している。（平成 23年度、平成 26年度調査と同様

の集計方法。）

②周波数区分ごとの無線局数の割合及び局数

周波数区分ごとに第 2款～第 6款の⑤の合計値を使用している。

③周波数区分ごとの無線局数の割合

周波数区分ごとに第 2款～第 6款の⑤の合計値を使用している。

④無線局数の推移

管区ごとに第 2款～第 6款の⑦の合計値を使用している。
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●第 2款～第 6款

⑤無線局数の割合及び局数

複数の電波利用システムに属している無線局は、それぞれの複数の電波利用

システムの無線局数に計上している。

⑥無線局数の割合及び局数（目的コード別の比較）

複数の目的コードを保持する無線局は、それぞれの目的コードの無線局数に

計上している。

⑦無線局数の推移

複数の電波利用システムに属している無線局は、それぞれの電波利用システ

ムの無線局数に計上している。（平成 23年度・平成 26年度調査では、複数

の電波利用システムに属していても１局として計上） 

■４章 周波数区分ごとの評価結果

●第 1節

①全国の主な概要

３章第 1節～第 11節の①の合計値を使用している。

②周波数区分ごとの無線局数の割合及び局数

周波数区分ごとに４章 2節～第 6節の⑥の合計値。

③周波数区分ごとの無線局数の割合

周波数区分ごとに４章 2節～第 6節の⑥の合計値。

④無線局数の推移（各通信総合局の比較）

３章の同一タイトルのグラフと同一のグラフを掲載

⑤単位人口・単位面積当たりの無線局数の割合

複数の電波利用システムに属している無線局は、それぞれの電波利用システム

の無線局数に計上している。（平成 23年度・平成 26年度調査では、複数の電波

利用システムに属していても１局として計上） 

なお、平成 23年度・平成 26年度の集計方法で算出した平成 29年度の無線局数

は、④のグラフに記載の＜参考＞に表示している。 

●第 2節～第 6節

⑥無線局数の割合及び局数

３章 第 1節～第 11節それぞれの第 1款②の合計値

⑧無線局数の割合及び局数（目的コード別の比較）

３章 第 1節～第 11節それぞれの第 1款②の合計値

⑨無線局数の推移

３章の同一タイトルのグラフと同一のグラフを掲載

2-5



⑩システム別の無線局数の推移

複数の電波利用システムに属する無線局は、それぞれの電波利用システムの

無線局数に計上している。

（４）「※割合の算出は、調査票に回答した免許人数に基づき計算している。」と明示してい

る図表については、該当する質問事項について調査票に回答した免許人数の割合を示した

ものであり、その無線局数の割合を示すものではない。（１免許人が複数無線局を保持して

いる場合でも、1回答となる） 

（５）調査周波数帯を５つに区分した理由、各周波数区分に属する電波利用システムは次の

とおりである。 

周波数区分・区分理由 

電波利用システムグループ 

電波利用システム 評価グ

ループ
評価対象システム 

26.175MHz以下 

この周波数帯域は、船舶及び航

空機の安全な航行に不可欠な無

線通信システムによる使用が主

体となっている帯域であり、国

際的な周波数プランに従った遠

距離通信用の周波数帯となって

いるため、評価対象システムご

とあるいは個別システムごとの

評価ではなく、周波数区分によ

る一元的な評価が適当。 

陸上 自営(主に公共分野) 水防道路用無線 

その他公共業務用無線 

自営(公共分野以外) 一般業務用無線 

放送 中波放送 

短波放送 

その他 アマチュア無線

標準電波 

路側通信 

海上 船舶通信 船舶無線 

測位 ラジオ・ブイ

海洋レーダー 

気象通報用無線 

航空 航空通信 航空無線 

航空管制用無線 

航空機製造修理事業用無線 

測位 航空ビーコン 

その他 電波天文 電波天文 

ISM ISM 

その他 実験試験局 

その他 
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26.175MHz超 50MHz 以下 

この周波数帯域は、主に小型

船舶による船舶通信等の近距離

通信システムによる使用が主体

となっている帯域であるため、

評価対象システムごとあるいは

個別システムごとの評価ではな

く、周波数区分による一元的な

評価が適当。 

陸上 自営(主に公共分野) 消防用無線 

列車無線 

無線呼出用無線 

電気通信事業運営用無線 

その他公共業務用無線 

自営(公共分野以外) 一般業務用無線 

放送事業 放送連絡用無線 

ラジオマイク用無線

その他 アマチュア無線

電波規正用無線局 

海上 船舶通信 船舶無線 

測位 ラジオ・ブイ

海洋レーダー 

その他 魚群探知テレメーター 

航空 その他 グライダー練習用無線 

その他 電波天文 電波天文 

免許不要 市民ラジオ 

ラジコン

ラジオマイク

その他 実験試験局 

その他 

50MHz超 222MHz 以下 

この周波数帯域は、見通し外

通信にも使用できる超短波(VHF)

帯の伝搬特性を利用した、比較

的遠距離の移動通信システム及

び放送による使用が主体となっ

ている帯域であるため、評価対

象システムごとあるいは個別シ

ステムごとの評価ではなく、周

波数区分による一元的な評価が

適当。

陸上 防災 防災無線 

県防災端末系無線 

市町村防災用無線 

市町村防災用同報無線 

市町村防災用同報デジタル無線 

防災テレメーター 

自営(主に公共分野) 消防用無線 

救急医療用無線 

気象用無線 

水防道路用無線 

道路管理用無線 

ガス事業用無線 

電気事業用無線 

陸上運輸用無線

2-7



列車無線 

電気通信事業運営用無線 

その他公共業務用無線 

自営(公共分野以外) 一般業務用無線 

非常警報用無線 

テレメーター用無線

同報無線 

同報デジタル無線 

電気通信業務 電気通信業務用無線 

放送 FM放送 

FM多重放送 

V-Lowマルチメディア放送

放送事業 放送連絡用無線 

放送連絡用デジタル無線 

放送中継用無線 

放送素材伝送用無線 

有線テレビジョン放送事業用無線 

その他 アマチュア無線

簡易無線 

デジタル簡易無線 

電波規正用無線局 

海上 船舶通信 船舶無線 

その他 衛星 EPIRB 

船上通信設備 

航空 航空通信 航空無線 

航空管制用無線 

飛行援助用無線 

航空関係事業用 

航空機製造修理事業用無線 

航空無線データ通信用無線 

航空保安用無線 

飛行場情報等通報用無線 

航空機用救命無線 

測位 ILS 

VOR 
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衛星 電気通信業務 オーブコム

その他 免許不要 ラジコン

ラジオマイク

補聴援助用ラジオマイク 

音声アシスト用無線電話 

動物検知通報システム 

その他 実験試験局 

その他 

222MHz超 335.4MHz 以下 

この周波数帯域は、船舶及び

航空機の安全な航行に不可欠な

無線通信システム、防災用デジ

タル無線システム及び電気通信

業務用ページャーシステムによ

る使用に限定された帯域である

ため、評価対象システムごとあ

るいは個別システムごとの評価

ではなく、周波数区分による一

元的な評価が適当。 

陸上 防災 県防災用デジタル無線 

市町村防災用デジタル無線 

自営(主に公共分野) 消防用デジタル無線 

その他公共業務用無線 

自営(公共分野以外) 一般業務用無線 

電気通信業務 電気通信業務用ページャー 

海上 測位 ディファレンシャル GPS 

航空 航空通信 航空無線 

航空管制用無線 

航空機製造修理事業用無線 

飛行場情報等通報用無線 

航空機用救命無線 

測位 ILS 

その他 電波天文 電波天文 

免許不要 ラジオマイク

コードレス電話

テレメーター、テレコントロール及

びデータ伝送 

その他 実験試験局 

その他 

335.4MHz超 714MHz以下 

この周波数帯は、極超短波

(UHF)帯の伝搬特性を利用した、

移動通信システム及び放送によ

る使用が主体となっている帯域

であるため、評価対象システム

陸上 防災 防災無線 

県防災端末系無線 

県防災端末系デジタル無線 

市町村防災用無線 

防災テレメーター 

自営(主に公共分野) 消防用無線 

水防道路用無線 
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ごとあるいは個別システムごと

の評価ではなく、周波数区分に

よる一元的な評価が適当。

K-COSMOS無線

道路管理用無線 

道路管理用デジタル無線 

ガス事業用無線 

電気事業用無線 

電気事業用デジタル無線 

陸上運輸用無線

列車無線 

電気通信事業運営用無線 

固定多重通信用無線 

その他公共業務用無線 

自営(公共分野以外) 一般業務用無線 

タクシー用無線

タクシー用デジタル無線

テレメーター用無線

地域振興 MCA 

電気通信業務 電気通信業務用移動多重無線 

電気通信業務用携帯電話エントラン

ス無線

電気通信業務用空港無線電話通信 

電気通信業務用デジタル空港無線電

話通信 

放送 エリア放送

デジタル TV放送 

放送事業 放送連絡用無線 

ラジオマイク用無線

放送波中継用無線 

放送素材伝送用無線 

有線テレビジョン放送事業用無線 

その他 アマチュア無線

ラジオマイク用無線

電波規正用無線局 

簡易無線 

気象援助用無線 

デジタル簡易無線 
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海上 船舶通信 船舶無線 

マリンホーン

その他 衛星 EPIRB 

船上通信設備 

航空 航空通信 航空機用救命無線 

航空管制用無線 

航空関係事業用 

航空機製造修理事業用無線 

その他 航空レジャー用無線 

衛星 その他 DCP 

その他 電波天文 電波天文 

免許不要 テレメーター、テレコントロール及

びデータ伝送 

医療用テレメーター 

無線呼出 

無線電話 

小電力セキュリティシステム 

アクティブタグシステム

その他 実験試験局 

その他 

（注１）電波の利用状況調査の調査結果において、「その他公共業務用無線」は「公共業務

用無線」に、「防災無線」は「その他の防災無線」と表記している。 
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