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四国における平成２９年度電波の利用状況調査の
調査結果及び評価結果の概要



1四国における「平成29年度電波の利用状況調査」の概要

（１） 目 的： 技術の進歩に応じた電波の最適な利用を実現するため、原則３年を周期として電波
の利用状況を調査、電波の有効利用の程度を評価。この評価結果を踏まえ、周波数割
当計画の作成・改正等を実施

（２） 根拠条文：電波法第26条の２

（３） 調査対象： 平成29年３月１日において、714MHz以下の周波数の電波を利用する無線局

（４） 調査対象： 無線局数 約１６．３万局（全国比：３．７％）全国：約４３６．２万局
免許人数 約 ７．７万者（全国比：４．５％）全国：約１７０．４万者

（５） 調査事項： 免許人数、無線局数、通信量、具体的な使用実態、電波有効利用技術の導入予定、
他の電気通信手段への代替可能性 等

（６） 調査方法： 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の無線局を対象に次の調査を実施
① 無線局を管理している情報システムのデータベースをもとに、無線局の用途、
無線局数等の集計・分析

② 情報システムで把握できない使用周波数の移行計画、無線局の運用時間帯など
を調査するため、無線局の免許人に対してアンケート調査を実施し、その回答
を集計・分析

（７） 前回調査からの変更点：
電波利用システム毎の電波の利用状況を把握するため、当該システム毎の無線局数として計上

した。また、免許人数についても同様の考え方で計上した。
（714MHz以下の周波数帯については、平成26年度調査までは、同一周波数区分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）

※複数の電波利用システムに属している無線局は、当該複数分をカウントしているため、実際の無線局数より多い。

（参考） 平成28年度：741MHzを超え3.4GHz以下の周波数の電波を利用する無線局。平成27年度：3.4GHz超の周波数の電波を利用する無線局

※複数の電波利用システムを利用している免許人は、当該複数分をカウントしているため、実際の免許人数より多い。



2714MHz以下の全体的な調査・評価結果

周波数区分ごとの無線局数の割合及び局数（四国） 無線局数の推移（各総合通信局の比較）※

[1] 周波数区分ごとの無線局数は、335.4MHz超714MHz以下の周波数の電波を使用する無線局が最も多く、全体の約45.9%を占め、次い
で、50MHz超222MHz以下の周波数の電波を使用する無線局が全体の約33.3%を占めている。

[2] 無線局数の推移は、平成23年度と平成26年度では約0.4％、平成26年度と平成29年度では約2.2％増加しており、今後も増加していく
ことが想定される。

[3] 電波に関する需要動向については、 222MHz超335.4MHz以下の周波数区分において、防災行政無線や消防用無線の移行先であること
からこれらの無線局が大幅に増加している。また、デジタル簡易無線局は、周波数割当計画に示す方針に基づき、アナログとして使用
していた50MHz超222MHz以下の周波数区分から、335.4MHz超714MHz以下の周波数区分へ大幅に移行している。

本周波数帯の全体的な評価としては、適切に利用されていると判断できる。各周波数区分ごとの調査・評価結果は、次ページ以降に記載
しているが、全体としての主な特徴は以下のとおりである。

※ 本表に限り、過去の総合通信局別無線局数の推移と比較するため、平成29年度の無線局数の計上は平成23年度、平成26年度
の計上と同じ方法（複数の電波利用システムに属しても１局として計上）による局数として比較しているものです。

北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄

平成23年度 264867 332545 903446 154252 88242 379514 418735 224971 133448 323788 25031

平成26年度 256814 329390 991658 153540 87487 380177 434458 217076 133987 318451 24842

平成29年度 257524 341325 1104853 158590 88542 395842 457963 215691 136901 316901 26552
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調査結果のポイント

評価結果のポイント

 平成26年度と平成29年度では約3.4％減、本周波数帯区分における大半の無線システムが減少傾向である。
 本周波数帯の無線局数について、大半を占めるアマチュア無線（8,987局）が全体の約94.9％を占めている。

 本周波数帯は、電離層反射等による長距離伝送が可能であるという特性を有し、中波放送、短波放送、航空通信システム、船舶通信
システム等の陸上、海上及び航空の各分野の多様で重要な電波利用システムで利用されていること、また、船舶無線システムなど、
今後も一定の需要が見込まれていることを踏まえ判断すると適切に利用されていると認められる。

26.175MHz以下の周波数帯

電波利用システムグループ別の無線局数の推移
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平成23年度 71 0 56 9975 268 151 1 0 6

平成26年度 66 0 57 9290 248 133 1 0 6

平成29年度 66 0 57 8993 225 122 1 0 6
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Sheet1

		26.175MHz以下 イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		71		66		66

		陸上・自営（公共分野） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ		0		0		0

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		56		57		57

		陸上・その他 リクジョウ タ		9975		9290		8993

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		268		248		225

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		151		133		122

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		1		1		1

		航空・測位 コウクウ ソクイ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		6		6		6

				10528		9801		9470

						増減率 ゾウゲンリツ		-3.4%

		26.175MHz超50MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		0		0		0

		陸上・自営（公共分野） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ		2		1		0

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		28		28		21

		陸上・その他 リクジョウ タ		10027		9378		9106

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		5093		4626		4294

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		6		7		6

		海上・その他 カイジョウ タ		15		15		19

		航空・その他 コウクウ タ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		1		0		0

				15170		14054		13446

						増減率 ゾウゲンリツ		-4.3%

		50MHz超222MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		5987		6352		4262

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		11045		10206		11556

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		7431		6322		5623

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		30		12		12

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		295		151		137

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		520		520		428

		陸上・その他 リクジョウ タ		26387		24812		24387

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		1177		1176		1313

		海上・その他 カイジョウ タ		1014		960		957

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		425		403		418

		航空・測位 コウクウ ソクイ		9		7		7

		その他・その他 タ タ		29		28		32

				54349		50949		49132

						増減率 ゾウゲンリツ		-3.6%

		222MHz超335.4MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		1099		1825		2850

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		0		1515		6784

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		0		0		0

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		0		4		6

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		23		31		33

		航空・測位 コウクウ ソクイ		3		3		3

		その他・その他 タ タ		10		5		4

				1135		3383		9680

						増減率 ゾウゲン リツ		186.1%

		335.4MHz超714MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		2980		2577		3990

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		5762		6305		8698

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		10430		9460		7366

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		34		8		14

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		1757		801		803

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		251		253		384

		陸上・その他 リクジョウ タ		31154		30128		30809

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		7		0		0

		海上・その他 カイジョウ タ		1107		1025		995

		航空・船舶通信 コウクウ センパク ツウシン		52		65		68

		航空・その他 コウクウ タ		0		1		3

		衛星・その他 エイセイ タ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		25		47		45

				53559		50670		53175

						増減率 ゾウゲンリツ		4.9%

				134741		128857		134903

						増減率 ゾウゲンリツ		4.7%



平成23年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	71	0	56	9975	268	151	1	0	6	平成26年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	66	0	57	9290	248	133	1	0	6	平成29年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	66	0	57	8993	225	122	1	0	6	







平成23年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	2	28	10027	5093	6	15	0	1	平成26年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	1	28	9378	4626	7	15	0	0	平成29年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	0	21	9106	4294	6	19	0	0	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	1099	0	0	0	23	3	10	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	1825	1515	0	4	31	3	5	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	2850	6784	0	6	33	3	4	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	2980	5762	10430	34	1757	251	31154	7	1107	52	0	0	25	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	2577	6305	9460	8	801	253	30128	0	1025	65	1	0	47	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	3990	8698	7366	14	803	384	30809	0	995	68	3	0	45	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	5987	11045	7431	30	295	520	26387	1177	1014	425	9	29	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	6352	10206	6322	12	151	520	24812	1176	960	403	7	28	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	4262	11556	5623	12	137	428	24387	1313	957	418	7	32	









Sheet2

		26.175以下 イカ

		電波利用システムグループ デンパ リヨウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		中波放送 チュウ ハ ホウソウ

				短波放送 タンパ ホウソウ

				その他 タ

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				標準電波 ヒョウジュン デンパ

				路側通信 ロソク ツウシン

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		ラジオ・ブイ

				海洋レーダー カイヨウ

				気象通報用無線ほか キショウ ツウホウ ヨウ ムセン



		26.175-50

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		放送連絡用無線 ホウソウ レンラクヨウ ムセン

				ラジオマイク用無線 ヨウ ムセン

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				電波規正用無線局 デンパ キセイ ヨウ ムセンキョク

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		魚群探知テレメーター ギョグン タンチ



		50-222

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		消防用無線 ショウボウヨウ ムセン

				救急医療用無線 キュウキュウ イリョウヨウ ムセン

				気象用無線 キショウヨウ ムセン

				列車無線 レッシャ ムセン

				災害対策・水防用無線ほか サイガイ タイサク スイボウ ヨウ ムセン

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

				テレメーター用無線 ヨウ ムセン

				同報デジタル無線ほか ドウホウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		FM放送 ホウソウ

				V-Highマルチメディア放送ほか ホウソウ

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		放送連絡無線 ホウソウ レンラク ムセン

				放送素材伝送用無線ほか ホウソウ ソザイ デンソウヨウ ムセン

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				簡易無線 カンイ ムセン

				デジタル簡易無線 カンイ ムセン

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		衛星EPIRB エイセイ

				船上通信設備 センジョウ ツウシン セツビ



		222-335.4

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		消防用デジタル無線 ショウボウヨウ ムセン

				公共業務用無線 コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		県防災用デジタル無線 ケン ボウサイヨウ ムセン

				公共業務用無線 コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		航空無線 コウクウ ムセン

				航空管制用無線 コウクウ カンセイ ヨウ ムセン

				航空機製造修理事業用無線ほか コウクウキ セイゾウ シュウリ ジギョウヨウ ムセン



		335.4-714

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		県防災端末系無線 ケン ボウサイ タンマツ ケイ ムセン

				防災テレメーター ボウサイ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		水防道路用無線 スイボウ ドウロヨウ ムセン

				列車無線 レッシャ ムセン

				公共業務用無線ほか コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

				テレメーター用無線 ヨウ ムセン

				タクシー用デジタル無線ほか ヨウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		エリア放送 ホウソウ

				デジタルTV放送 ホウソウ

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				デジタル簡易無線ほか カンイ ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		衛星EPIRB エイセイ

				船上通信設備 センジョウ ツウシン セツビ







周波数区分円

		周波数区分ごとの無線局数の割合及び局数 シュウハスウ クブン ムセンキョク スウ ワリアイ オヨ キョクスウ

		①26.175MHz以下7.9%（12,881局） イカ キョク		12881

		②26.175MHz超50MHz以下8.3%（13,580局） チョウ イカ キョク		13580

		③50MHz超222MHz以下33.3%（54,307局） チョウ イカ キョク		54307

		④222MHz超335.4MHz以下4.6%（7,523局） チョウ イカ キョク		7523

		⑤335.4MHz超714MHz以下45.9%（74,941局） チョウ イカ キョク		74941





①26.175MHz以下7.9%（12,881局）	②26.175MHz超50MHz以下8.3%（13,580局）	③50MHz超222MHz以下33.3%（54,307局）	④222MHz超335.4MHz以下4.6%（7,523局）	⑤335.4MHz超714MHz以下45.9%（74,941局）	12881	13580	54307	7523	74941	



無線局推移

				北海道 ホッカイドウ		東北 トウホク		関東 カントウ		信越 シンエツ		北陸 ホクリク		東海 トウカイ		近畿 キンキ		中国 チュウゴク		四国 シコク		九州 キュウシュウ		沖縄 オキナワ

		平成23年度 ヘイセイ ネンド		264867		332545		903446		154252		88242		379514		418735		224971		133448		323788		25031

		平成26年度 ヘイセイ ネンド		256814		329390		991658		153540		87487		380177		434458		217076		133987		318451		24842

		平成29年度 ヘイセイ ネンド		257524		341325		1104853		158590		88542		395842		457963		215691		136901		316901		26552



平成23年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	264867	332545	903446	154252	88242	379514	418735	224971	133448	323788	25031	平成26年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	256814	329390	991658	153540	87487	380177	434458	217076	133987	318451	24842	平成29年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	257524	341325	1104853	158590	88542	395842	457963	215691	136901	316901	26552	











426.175MHz超50MHz以下の周波数帯

調査結果のポイント

評価結果のポイント

 平成26年度と平成29年度では約4.3％減、大半の無線システムで減少する中、魚群探知テレメーターは増加傾向である。
 本周波数帯の無線局数について、全体の約67.7%がアマチュア無線（9,105局）、全体の約31.9%が船舶無線（4,294局）に利用さ
れているほか、魚群探知テレメーターや放送連絡用無線通信に利用されている。

 船舶無線の局数は減少傾向にあるが、漁船の安全操業等を確保するためには船舶無線は必要不可欠であり、今後も一定の需要が見込
まれる。

 船舶無線システム等の重要な電波利用システムをはじめ、アマチュア無線、海洋レーダーVHFやラジオ・ブイなど広く利用されてい
ることから判断すると適切に利用されていると認められる。
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平成23年度 0 2 28 10027 5093 6 15 0 1

平成26年度 0 1 28 9378 4626 7 15 0 0

平成29年度 0 0 21 9106 4294 6 19 0 0
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電波利用システムグループ別の無線局数の推移


Sheet1

		26.175MHz以下 イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		71		66		66

		陸上・自営（公共分野） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ		0		0		0

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		56		57		57

		陸上・その他 リクジョウ タ		9975		9290		8993

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		268		248		225

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		151		133		122

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		1		1		1

		航空・測位 コウクウ ソクイ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		6		6		6

				10528		9801		9470

						増減率 ゾウゲンリツ		-3.4%

		26.175MHz超50MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		0		0		0

		陸上・自営（公共分野） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ		2		1		0

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		28		28		21

		陸上・その他 リクジョウ タ		10027		9378		9106

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		5093		4626		4294

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		6		7		6

		海上・その他 カイジョウ タ		15		15		19

		航空・その他 コウクウ タ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		1		0		0

				15170		14054		13446

						増減率 ゾウゲンリツ		-4.3%

		50MHz超222MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		5987		6352		4262

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		11045		10206		11556

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		7431		6322		5623

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		30		12		12

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		295		151		137

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		520		520		428

		陸上・その他 リクジョウ タ		26387		24812		24387

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		1177		1176		1313

		海上・その他 カイジョウ タ		1014		960		957

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		425		403		418

		航空・測位 コウクウ ソクイ		9		7		7

		その他・その他 タ タ		29		28		32

				54349		50949		49132

						増減率 ゾウゲンリツ		-3.6%

		222MHz超335.4MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		1099		1825		2850

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		0		1515		6784

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		0		0		0

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		0		4		6

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		23		31		33

		航空・測位 コウクウ ソクイ		3		3		3

		その他・その他 タ タ		10		5		4

				1135		3383		9680

						増減率 ゾウゲン リツ		186.1%

		335.4MHz超714MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		2980		2577		3990

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		5762		6305		8698

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		10430		9460		7366

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		34		8		14

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		1757		801		803

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		251		253		384

		陸上・その他 リクジョウ タ		31154		30128		30809

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		7		0		0

		海上・その他 カイジョウ タ		1107		1025		995

		航空・船舶通信 コウクウ センパク ツウシン		52		65		68

		航空・その他 コウクウ タ		0		1		3

		衛星・その他 エイセイ タ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		25		47		45

				53559		50670		53175

						増減率 ゾウゲンリツ		4.9%

				134741		128857		134903

						増減率 ゾウゲンリツ		4.7%



平成23年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	71	0	56	9975	268	151	1	0	6	平成26年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	66	0	57	9290	248	133	1	0	6	平成29年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	66	0	57	8993	225	122	1	0	6	







平成23年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	2	28	10027	5093	6	15	0	1	平成26年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	1	28	9378	4626	7	15	0	0	平成29年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	0	21	9106	4294	6	19	0	0	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	1099	0	0	0	23	3	10	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	1825	1515	0	4	31	3	5	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	2850	6784	0	6	33	3	4	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	2980	5762	10430	34	1757	251	31154	7	1107	52	0	0	25	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	2577	6305	9460	8	801	253	30128	0	1025	65	1	0	47	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	3990	8698	7366	14	803	384	30809	0	995	68	3	0	45	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	5987	11045	7431	30	295	520	26387	1177	1014	425	9	29	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	6352	10206	6322	12	151	520	24812	1176	960	403	7	28	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	4262	11556	5623	12	137	428	24387	1313	957	418	7	32	









Sheet2

		26.175以下 イカ

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		中波放送 チュウ ハ ホウソウ

				短波放送 タンパ ホウソウ

				その他 タ

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				標準電波 ヒョウジュン デンパ

				路側通信 ロソク ツウシン

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		ラジオ・ブイ

				海洋レーダー カイヨウ

				気象通報用無線ほか キショウ ツウホウ ヨウ ムセン



		26.175-50

		電波利用システムグループ デンパ リヨウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		放送連絡用無線 ホウソウ レンラクヨウ ムセン

				ラジオマイク用無線 ヨウ ムセン

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				電波規正用無線局 デンパ キセイ ヨウ ムセンキョク

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		魚群探知テレメーター ギョグン タンチ



		50-222

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		消防用無線 ショウボウヨウ ムセン

				救急医療用無線 キュウキュウ イリョウヨウ ムセン

				気象用無線 キショウヨウ ムセン

				列車無線 レッシャ ムセン

				災害対策・水防用無線ほか サイガイ タイサク スイボウ ヨウ ムセン

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

				テレメーター用無線 ヨウ ムセン

				同報デジタル無線ほか ドウホウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		FM放送 ホウソウ

				V-Highマルチメディア放送ほか ホウソウ

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		放送連絡無線 ホウソウ レンラク ムセン

				放送素材伝送用無線ほか ホウソウ ソザイ デンソウヨウ ムセン

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				簡易無線 カンイ ムセン

				デジタル簡易無線 カンイ ムセン

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		衛星EPIRB エイセイ

				船上通信設備 センジョウ ツウシン セツビ



		222-335.4

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		消防用デジタル無線 ショウボウヨウ ムセン

				公共業務用無線 コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		県防災用デジタル無線 ケン ボウサイヨウ ムセン

				公共業務用無線 コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		航空無線 コウクウ ムセン

				航空管制用無線 コウクウ カンセイ ヨウ ムセン

				航空機製造修理事業用無線ほか コウクウキ セイゾウ シュウリ ジギョウヨウ ムセン



		335.4-714

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		県防災端末系無線 ケン ボウサイ タンマツ ケイ ムセン

				防災テレメーター ボウサイ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		水防道路用無線 スイボウ ドウロヨウ ムセン

				列車無線 レッシャ ムセン

				公共業務用無線ほか コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

				テレメーター用無線 ヨウ ムセン

				タクシー用デジタル無線ほか ヨウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		エリア放送 ホウソウ

				デジタルTV放送 ホウソウ

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				デジタル簡易無線ほか カンイ ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		衛星EPIRB エイセイ

				船上通信設備 センジョウ ツウシン セツビ







周波数区分円

		周波数区分ごとの無線局数の割合及び局数 シュウハスウ クブン ムセンキョク スウ ワリアイ オヨ キョクスウ

		①26.175MHz以下7.9%（12,881局） イカ キョク		12881

		②26.175MHz超50MHz以下8.3%（13,580局） チョウ イカ キョク		13580

		③50MHz超222MHz以下33.3%（54,307局） チョウ イカ キョク		54307

		④222MHz超335.4MHz以下4.6%（7,523局） チョウ イカ キョク		7523

		⑤335.4MHz超714MHz以下45.9%（74,941局） チョウ イカ キョク		74941





①26.175MHz以下7.9%（12,881局）	②26.175MHz超50MHz以下8.3%（13,580局）	③50MHz超222MHz以下33.3%（54,307局）	④222MHz超335.4MHz以下4.6%（7,523局）	⑤335.4MHz超714MHz以下45.9%（74,941局）	12881	13580	54307	7523	74941	



無線局推移

				北海道 ホッカイドウ		東北 トウホク		関東 カントウ		信越 シンエツ		北陸 ホクリク		東海 トウカイ		近畿 キンキ		中国 チュウゴク		四国 シコク		九州 キュウシュウ		沖縄 オキナワ

		平成23年度 ヘイセイ ネンド		264867		332545		903446		154252		88242		379514		418735		224971		133448		323788		25031

		平成26年度 ヘイセイ ネンド		256814		329390		991658		153540		87487		380177		434458		217076		133987		318451		24842

		平成29年度 ヘイセイ ネンド		257524		341325		1104853		158590		88542		395842		457963		215691		136901		316901		26552



平成23年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	264867	332545	903446	154252	88242	379514	418735	224971	133448	323788	25031	平成26年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	256814	329390	991658	153540	87487	380177	434458	217076	133987	318451	24842	平成29年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	257524	341325	1104853	158590	88542	395842	457963	215691	136901	316901	26552	











550MHz超222MHz以下の周波数帯

調査結果のポイント

評価結果のポイント

 平成26年度と平成29年度では約3.6％減、多くの無線システムにおいて減少傾向にある。
 本周波数帯の無線局数について、アマチュア無線が大半を占める「陸上・その他」が約49.6％、公共業務用無線を主とする「陸上・自
営（主に公共分野）が約23.5％と利用されているほか、陸上運輸用無線や列車無線等の多様で重要なシステムに利用されている。

 「陸上・防災」に該当する150MHz帯アナログ方式の移動系防災無線は、260MHz帯デジタル方式へ移行しており、局数が減少傾向に
ある。FM補完放送は平成26年の制度整備以降、6局が新設されている。

 鉄道等の公共分野の自営通信のほか、ＦＭ放送等の多様で重要な電波利用システムに利用され、また新たに整備されたFM補完中継局の
設置状況等を踏まえ判断すると適切に利用されていると認められる。

 放送中継用無線（固定局）の受信機の通過帯域幅の調査結果、占有周波数帯幅の許容値に比べ相当広い通過帯域幅をもつ受信機を使用
しているためデジタル方式への移行等を推進する必要がある。
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電波利用システムグループ別の無線局数の推移


Sheet1

		26.175MHz以下 イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		71		66		66

		陸上・自営（公共分野） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ		0		0		0

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		56		57		57

		陸上・その他 リクジョウ タ		9975		9290		8993

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		268		248		225

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		151		133		122

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		1		1		1

		航空・測位 コウクウ ソクイ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		6		6		6

				10528		9801		9470

						増減率 ゾウゲンリツ		-3.4%

		26.175MHz超50MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		0		0		0

		陸上・自営（公共分野） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ		2		1		0

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		28		28		21

		陸上・その他 リクジョウ タ		10027		9378		9106

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		5093		4626		4294

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		6		7		6

		海上・その他 カイジョウ タ		15		15		19

		航空・その他 コウクウ タ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		1		0		0

				15170		14054		13446

						増減率 ゾウゲンリツ		-4.3%

		50MHz超222MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		5987		6352		4262

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		11045		10206		11556

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		7431		6322		5623

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		30		12		12

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		295		151		137

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		520		520		428

		陸上・その他 リクジョウ タ		26387		24812		24387

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		1177		1176		1313

		海上・その他 カイジョウ タ		1014		960		957

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		425		403		418

		航空・測位 コウクウ ソクイ		9		7		7

		その他・その他 タ タ		29		28		32

				54349		50949		49132

						増減率 ゾウゲンリツ		-3.6%

		222MHz超335.4MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		1099		1825		2850

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		0		1515		6784

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		0		0		0

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		0		4		6

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		23		31		33

		航空・測位 コウクウ ソクイ		3		3		3

		その他・その他 タ タ		10		5		4

				1135		3383		9680

						増減率 ゾウゲン リツ		186.1%

		335.4MHz超714MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		2980		2577		3990

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		5762		6305		8698

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		10430		9460		7366

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		34		8		14

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		1757		801		803

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		251		253		384

		陸上・その他 リクジョウ タ		31154		30128		30809

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		7		0		0

		海上・その他 カイジョウ タ		1107		1025		995

		航空・船舶通信 コウクウ センパク ツウシン		52		65		68

		航空・その他 コウクウ タ		0		1		3

		衛星・その他 エイセイ タ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		25		47		45

				53559		50670		53175

						増減率 ゾウゲンリツ		4.9%

				134741		128857		134903

						増減率 ゾウゲンリツ		4.7%



平成23年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	71	0	56	9975	268	151	1	0	6	平成26年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	66	0	57	9290	248	133	1	0	6	平成29年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	66	0	57	8993	225	122	1	0	6	







平成23年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	2	28	10027	5093	6	15	0	1	平成26年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	1	28	9378	4626	7	15	0	0	平成29年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	0	21	9106	4294	6	19	0	0	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	1099	0	0	0	23	3	10	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	1825	1515	0	4	31	3	5	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	2850	6784	0	6	33	3	4	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	2980	5762	10430	34	1757	251	31154	7	1107	52	0	0	25	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	2577	6305	9460	8	801	253	30128	0	1025	65	1	0	47	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	3990	8698	7366	14	803	384	30809	0	995	68	3	0	45	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	5987	11045	7431	30	295	520	26387	1177	1014	425	9	29	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	6352	10206	6322	12	151	520	24812	1176	960	403	7	28	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	4262	11556	5623	12	137	428	24387	1313	957	418	7	32	









Sheet2

		26.175以下 イカ

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		中波放送 チュウ ハ ホウソウ

				短波放送 タンパ ホウソウ

				その他 タ

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				標準電波 ヒョウジュン デンパ

				路側通信 ロソク ツウシン

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		ラジオ・ブイ

				海洋レーダー カイヨウ

				気象通報用無線ほか キショウ ツウホウ ヨウ ムセン



		26.175-50

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		放送連絡用無線 ホウソウ レンラクヨウ ムセン

				ラジオマイク用無線 ヨウ ムセン

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				電波規正用無線局 デンパ キセイ ヨウ ムセンキョク

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		魚群探知テレメーター ギョグン タンチ



		50-222

		電波利用システムグループ デンパ リヨウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		消防用無線 ショウボウヨウ ムセン

				救急医療用無線 キュウキュウ イリョウヨウ ムセン

				気象用無線 キショウヨウ ムセン

				列車無線 レッシャ ムセン

				災害対策・水防用無線ほか サイガイ タイサク スイボウ ヨウ ムセン

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

				テレメーター用無線 ヨウ ムセン

				同報デジタル無線ほか ドウホウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		FM放送 ホウソウ

				V-Highマルチメディア放送ほか ホウソウ

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		放送連絡無線 ホウソウ レンラク ムセン

				放送素材伝送用無線ほか ホウソウ ソザイ デンソウヨウ ムセン

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				簡易無線 カンイ ムセン

				デジタル簡易無線 カンイ ムセン

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		衛星EPIRB エイセイ

				船上通信設備 センジョウ ツウシン セツビ



		222-335.4

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		消防用デジタル無線 ショウボウヨウ ムセン

				公共業務用無線 コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		県防災用デジタル無線 ケン ボウサイヨウ ムセン

				公共業務用無線 コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		航空無線 コウクウ ムセン

				航空管制用無線 コウクウ カンセイ ヨウ ムセン

				航空機製造修理事業用無線ほか コウクウキ セイゾウ シュウリ ジギョウヨウ ムセン



		335.4-714

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		県防災端末系無線 ケン ボウサイ タンマツ ケイ ムセン

				防災テレメーター ボウサイ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		水防道路用無線 スイボウ ドウロヨウ ムセン

				列車無線 レッシャ ムセン

				公共業務用無線ほか コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

				テレメーター用無線 ヨウ ムセン

				タクシー用デジタル無線ほか ヨウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		エリア放送 ホウソウ

				デジタルTV放送 ホウソウ

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				デジタル簡易無線ほか カンイ ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		衛星EPIRB エイセイ

				船上通信設備 センジョウ ツウシン セツビ







周波数区分円

		周波数区分ごとの無線局数の割合及び局数 シュウハスウ クブン ムセンキョク スウ ワリアイ オヨ キョクスウ

		①26.175MHz以下7.9%（12,881局） イカ キョク		12881

		②26.175MHz超50MHz以下8.3%（13,580局） チョウ イカ キョク		13580

		③50MHz超222MHz以下33.3%（54,307局） チョウ イカ キョク		54307

		④222MHz超335.4MHz以下4.6%（7,523局） チョウ イカ キョク		7523

		⑤335.4MHz超714MHz以下45.9%（74,941局） チョウ イカ キョク		74941





①26.175MHz以下7.9%（12,881局）	②26.175MHz超50MHz以下8.3%（13,580局）	③50MHz超222MHz以下33.3%（54,307局）	④222MHz超335.4MHz以下4.6%（7,523局）	⑤335.4MHz超714MHz以下45.9%（74,941局）	12881	13580	54307	7523	74941	



無線局推移

				北海道 ホッカイドウ		東北 トウホク		関東 カントウ		信越 シンエツ		北陸 ホクリク		東海 トウカイ		近畿 キンキ		中国 チュウゴク		四国 シコク		九州 キュウシュウ		沖縄 オキナワ

		平成23年度 ヘイセイ ネンド		264867		332545		903446		154252		88242		379514		418735		224971		133448		323788		25031

		平成26年度 ヘイセイ ネンド		256814		329390		991658		153540		87487		380177		434458		217076		133987		318451		24842

		平成29年度 ヘイセイ ネンド		257524		341325		1104853		158590		88542		395842		457963		215691		136901		316901		26552



平成23年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	264867	332545	903446	154252	88242	379514	418735	224971	133448	323788	25031	平成26年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	256814	329390	991658	153540	87487	380177	434458	217076	133987	318451	24842	平成29年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	257524	341325	1104853	158590	88542	395842	457963	215691	136901	316901	26552	











6222MHz超335.4MHz以下の周波数帯

調査結果のポイント

評価結果のポイント

 平成26年度と平成29年度では約186.1％増、「陸上・自営」に該当する消防用ﾃﾞｼﾞﾀﾙ無線が平成26年度から約3千局増加している。
 本周波数帯の無線局数について、特に260MHz帯は、150MHz帯消防用無線及び60MHz帯・150MHz帯・400MHz帯防災行政無線の
移行先であり順調に移行が進んでいる。

 本周波数帯は、他の周波数帯を使用する消防用無線や防災行政無線の移行先として順調に移行が進んでおり、今後も無線局数の増加
傾向は続くと見込まれているとともに、防災行政無線、消防用無線、航空通信システム等の多様で重要な電波利用システムに利用さ
れていることを踏まえ判断すると適切に利用されていると認められる。

陸上・防災
陸上・自営（主

に公共分野）

陸上・電気通信

業務
海上・測位 航空・航空通信 航空・測位 その他・その他

平成23年度 1099 0 0 0 23 3 10

平成26年度 1825 1515 0 4 31 3 5

平成29年度 2850 6784 0 6 33 3 4
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航空機製造修理事業用無線ほか

陸上・防災

航空・航空通信

陸上・自営（主に公共分野）

電波利用システムグループ別の無線局数の推移


Sheet1

		26.175MHz以下 イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		71		66		66

		陸上・自営（公共分野） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ		0		0		0

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		56		57		57

		陸上・その他 リクジョウ タ		9975		9290		8993

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		268		248		225

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		151		133		122

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		1		1		1

		航空・測位 コウクウ ソクイ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		6		6		6

				10528		9801		9470

						増減率 ゾウゲンリツ		-3.4%

		26.175MHz超50MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		0		0		0

		陸上・自営（公共分野） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ		2		1		0

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		28		28		21

		陸上・その他 リクジョウ タ		10027		9378		9106

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		5093		4626		4294

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		6		7		6

		海上・その他 カイジョウ タ		15		15		19

		航空・その他 コウクウ タ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		1		0		0

				15170		14054		13446

						増減率 ゾウゲンリツ		-4.3%

		50MHz超222MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		5987		6352		4262

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		11045		10206		11556

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		7431		6322		5623

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		30		12		12

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		295		151		137

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		520		520		428

		陸上・その他 リクジョウ タ		26387		24812		24387

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		1177		1176		1313

		海上・その他 カイジョウ タ		1014		960		957

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		425		403		418

		航空・測位 コウクウ ソクイ		9		7		7

		その他・その他 タ タ		29		28		32

				54349		50949		49132

						増減率 ゾウゲンリツ		-3.6%

		222MHz超335.4MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		1099		1825		2850

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		0		1515		6784

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		0		0		0

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		0		4		6

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		23		31		33

		航空・測位 コウクウ ソクイ		3		3		3

		その他・その他 タ タ		10		5		4

				1135		3383		9680

						増減率 ゾウゲン リツ		186.1%

		335.4MHz超714MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		2980		2577		3990

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		5762		6305		8698

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		10430		9460		7366

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		34		8		14

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		1757		801		803

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		251		253		384

		陸上・その他 リクジョウ タ		31154		30128		30809

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		7		0		0

		海上・その他 カイジョウ タ		1107		1025		995

		航空・船舶通信 コウクウ センパク ツウシン		52		65		68

		航空・その他 コウクウ タ		0		1		3

		衛星・その他 エイセイ タ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		25		47		45

				53559		50670		53175

						増減率 ゾウゲンリツ		4.9%

				134741		128857		134903

						増減率 ゾウゲンリツ		4.7%



平成23年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	71	0	56	9975	268	151	1	0	6	平成26年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	66	0	57	9290	248	133	1	0	6	平成29年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	66	0	57	8993	225	122	1	0	6	







平成23年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	2	28	10027	5093	6	15	0	1	平成26年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	1	28	9378	4626	7	15	0	0	平成29年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	0	21	9106	4294	6	19	0	0	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	1099	0	0	0	23	3	10	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	1825	1515	0	4	31	3	5	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	2850	6784	0	6	33	3	4	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	2980	5762	10430	34	1757	251	31154	7	1107	52	0	0	25	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	2577	6305	9460	8	801	253	30128	0	1025	65	1	0	47	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	3990	8698	7366	14	803	384	30809	0	995	68	3	0	45	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	5987	11045	7431	30	295	520	26387	1177	1014	425	9	29	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	6352	10206	6322	12	151	520	24812	1176	960	403	7	28	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	4262	11556	5623	12	137	428	24387	1313	957	418	7	32	









Sheet2

		26.175以下 イカ

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		中波放送 チュウ ハ ホウソウ

				短波放送 タンパ ホウソウ

				その他 タ

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				標準電波 ヒョウジュン デンパ

				路側通信 ロソク ツウシン

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		ラジオ・ブイ

				海洋レーダー カイヨウ

				気象通報用無線ほか キショウ ツウホウ ヨウ ムセン



		26.175-50

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		放送連絡用無線 ホウソウ レンラクヨウ ムセン

				ラジオマイク用無線 ヨウ ムセン

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				電波規正用無線局 デンパ キセイ ヨウ ムセンキョク

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		魚群探知テレメーター ギョグン タンチ



		50-222

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		消防用無線 ショウボウヨウ ムセン

				救急医療用無線 キュウキュウ イリョウヨウ ムセン

				気象用無線 キショウヨウ ムセン

				列車無線 レッシャ ムセン

				災害対策・水防用無線ほか サイガイ タイサク スイボウ ヨウ ムセン

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

				テレメーター用無線 ヨウ ムセン

				同報デジタル無線ほか ドウホウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		FM放送 ホウソウ

				V-Highマルチメディア放送ほか ホウソウ

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		放送連絡無線 ホウソウ レンラク ムセン

				放送素材伝送用無線ほか ホウソウ ソザイ デンソウヨウ ムセン

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				簡易無線 カンイ ムセン

				デジタル簡易無線 カンイ ムセン

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		衛星EPIRB エイセイ

				船上通信設備 センジョウ ツウシン セツビ



		222-335.4

		電波利用システムグループ デンパ リヨウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		消防用デジタル無線 ショウボウヨウ ムセン

				公共業務用無線 コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		県防災用デジタル無線 ケン ボウサイヨウ ムセン

				公共業務用無線 コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		航空無線 コウクウ ムセン

				航空管制用無線 コウクウ カンセイ ヨウ ムセン

				航空機製造修理事業用無線ほか コウクウキ セイゾウ シュウリ ジギョウヨウ ムセン



		335.4-714

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		県防災端末系無線 ケン ボウサイ タンマツ ケイ ムセン

				防災テレメーター ボウサイ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		水防道路用無線 スイボウ ドウロヨウ ムセン

				列車無線 レッシャ ムセン

				公共業務用無線ほか コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

				テレメーター用無線 ヨウ ムセン

				タクシー用デジタル無線ほか ヨウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		エリア放送 ホウソウ

				デジタルTV放送 ホウソウ

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				デジタル簡易無線ほか カンイ ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		衛星EPIRB エイセイ

				船上通信設備 センジョウ ツウシン セツビ







周波数区分円

		周波数区分ごとの無線局数の割合及び局数 シュウハスウ クブン ムセンキョク スウ ワリアイ オヨ キョクスウ

		①26.175MHz以下7.9%（12,881局） イカ キョク		12881

		②26.175MHz超50MHz以下8.3%（13,580局） チョウ イカ キョク		13580

		③50MHz超222MHz以下33.3%（54,307局） チョウ イカ キョク		54307

		④222MHz超335.4MHz以下4.6%（7,523局） チョウ イカ キョク		7523

		⑤335.4MHz超714MHz以下45.9%（74,941局） チョウ イカ キョク		74941





①26.175MHz以下7.9%（12,881局）	②26.175MHz超50MHz以下8.3%（13,580局）	③50MHz超222MHz以下33.3%（54,307局）	④222MHz超335.4MHz以下4.6%（7,523局）	⑤335.4MHz超714MHz以下45.9%（74,941局）	12881	13580	54307	7523	74941	



無線局推移

				北海道 ホッカイドウ		東北 トウホク		関東 カントウ		信越 シンエツ		北陸 ホクリク		東海 トウカイ		近畿 キンキ		中国 チュウゴク		四国 シコク		九州 キュウシュウ		沖縄 オキナワ

		平成23年度 ヘイセイ ネンド		264867		332545		903446		154252		88242		379514		418735		224971		133448		323788		25031

		平成26年度 ヘイセイ ネンド		256814		329390		991658		153540		87487		380177		434458		217076		133987		318451		24842

		平成29年度 ヘイセイ ネンド		257524		341325		1104853		158590		88542		395842		457963		215691		136901		316901		26552



平成23年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	264867	332545	903446	154252	88242	379514	418735	224971	133448	323788	25031	平成26年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	256814	329390	991658	153540	87487	380177	434458	217076	133987	318451	24842	平成29年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	257524	341325	1104853	158590	88542	395842	457963	215691	136901	316901	26552	











7335.4MHz超714MHz以下の周波数帯

調査結果のポイント

評価結果のポイント

 平成26年度と平成29年度では約4.9％増、アマチュア無線435MHz、デジタル簡易無線（350MHz(登録局)、460MHzを含む「陸上・そ
の他」が全体の約57.9%を占めている。

 本周波数帯は、デジタル化を実施している簡易無線局（350MHz（登録局)、460MHz）は、前回平成26年度調査と比較して２倍以上局
数が増加している。

 本周波数帯は、防災行政無線、ガス等の公共分野の自営通信、デジタルテレビジョン放送等、多様で重要な電波利用システムに利用され
るとともに、簡易無線、アマチュア無線、タクシー無線等にも広く利用されており、適切に利用されていると認められる。

 本周波数帯を使用している陸上系の電波利用システムで、現在、アナログ方式を採用している無線機器は、周波数数の有効利用の観点か
ら、デジタル化や狭帯域化を促進することが望ましい。
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電波利用システムグループ別の無線局数の推移


Sheet1

		26.175MHz以下 イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		71		66		66

		陸上・自営（公共分野） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ		0		0		0

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		56		57		57

		陸上・その他 リクジョウ タ		9975		9290		8993

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		268		248		225

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		151		133		122

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		1		1		1

		航空・測位 コウクウ ソクイ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		6		6		6

				10528		9801		9470

						増減率 ゾウゲンリツ		-3.4%

		26.175MHz超50MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		0		0		0

		陸上・自営（公共分野） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ		2		1		0

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		28		28		21

		陸上・その他 リクジョウ タ		10027		9378		9106

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		5093		4626		4294

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		6		7		6

		海上・その他 カイジョウ タ		15		15		19

		航空・その他 コウクウ タ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		1		0		0

				15170		14054		13446

						増減率 ゾウゲンリツ		-4.3%

		50MHz超222MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		5987		6352		4262

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		11045		10206		11556

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		7431		6322		5623

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		30		12		12

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		295		151		137

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		520		520		428

		陸上・その他 リクジョウ タ		26387		24812		24387

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		1177		1176		1313

		海上・その他 カイジョウ タ		1014		960		957

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		425		403		418

		航空・測位 コウクウ ソクイ		9		7		7

		その他・その他 タ タ		29		28		32

				54349		50949		49132

						増減率 ゾウゲンリツ		-3.6%

		222MHz超335.4MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		1099		1825		2850

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		0		1515		6784

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		0		0		0

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		0		4		6

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		23		31		33

		航空・測位 コウクウ ソクイ		3		3		3

		その他・その他 タ タ		10		5		4

				1135		3383		9680

						増減率 ゾウゲン リツ		186.1%

		335.4MHz超714MHz以下 チョウ イカ

		電波利用システム デンパ リヨウ		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		2980		2577		3990

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		5762		6305		8698

		陸上・自営（公共分野以外） リクジョウ ジエイ コウキョウ ブンヤ イガイ		10430		9460		7366

		陸上・電気通信業務 リクジョウ デンキ ツウシン ギョウム		34		8		14

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		1757		801		803

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		251		253		384

		陸上・その他 リクジョウ タ		31154		30128		30809

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		7		0		0

		海上・その他 カイジョウ タ		1107		1025		995

		航空・船舶通信 コウクウ センパク ツウシン		52		65		68

		航空・その他 コウクウ タ		0		1		3

		衛星・その他 エイセイ タ		0		0		0

		その他・その他 タ タ		25		47		45

				53559		50670		53175

						増減率 ゾウゲンリツ		4.9%

				134741		128857		134903

						増減率 ゾウゲンリツ		4.7%



平成23年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	71	0	56	9975	268	151	1	0	6	平成26年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	66	0	57	9290	248	133	1	0	6	平成29年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	66	0	57	8993	225	122	1	0	6	







平成23年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	2	28	10027	5093	6	15	0	1	平成26年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	1	28	9378	4626	7	15	0	0	平成29年度	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・自営（公共分野）	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・測位	海上・その他	航空・その他	その他・その他	0	0	21	9106	4294	6	19	0	0	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	1099	0	0	0	23	3	10	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	1825	1515	0	4	31	3	5	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・電気通信業務	海上・測位	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	2850	6784	0	6	33	3	4	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	2980	5762	10430	34	1757	251	31154	7	1107	52	0	0	25	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	2577	6305	9460	8	801	253	30128	0	1025	65	1	0	47	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・船舶通信	航空・その他	衛星・その他	その他・その他	3990	8698	7366	14	803	384	30809	0	995	68	3	0	45	







平成23年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	5987	11045	7431	30	295	520	26387	1177	1014	425	9	29	平成26年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	6352	10206	6322	12	151	520	24812	1176	960	403	7	28	平成29年度	陸上・防災	陸上・自営（主に公共分野）	陸上・自営（公共分野以外）	陸上・電気通信業務	陸上・放送	陸上・放送事業	陸上・その他	海上・船舶通信	海上・その他	航空・航空通信	航空・測位	その他・その他	4262	11556	5623	12	137	428	24387	1313	957	418	7	32	









Sheet2

		26.175以下 イカ

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		中波放送 チュウ ハ ホウソウ

				短波放送 タンパ ホウソウ

				その他 タ

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				標準電波 ヒョウジュン デンパ

				路側通信 ロソク ツウシン

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・測位 カイジョウ ソクイ		ラジオ・ブイ

				海洋レーダー カイヨウ

				気象通報用無線ほか キショウ ツウホウ ヨウ ムセン



		26.175-50

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		放送連絡用無線 ホウソウ レンラクヨウ ムセン

				ラジオマイク用無線 ヨウ ムセン

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				電波規正用無線局 デンパ キセイ ヨウ ムセンキョク

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		魚群探知テレメーター ギョグン タンチ



		50-222

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		消防用無線 ショウボウヨウ ムセン

				救急医療用無線 キュウキュウ イリョウヨウ ムセン

				気象用無線 キショウヨウ ムセン

				列車無線 レッシャ ムセン

				災害対策・水防用無線ほか サイガイ タイサク スイボウ ヨウ ムセン

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

				テレメーター用無線 ヨウ ムセン

				同報デジタル無線ほか ドウホウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		FM放送 ホウソウ

				V-Highマルチメディア放送ほか ホウソウ

		陸上・放送事業 リクジョウ ホウソウ ジギョウ		放送連絡無線 ホウソウ レンラク ムセン

				放送素材伝送用無線ほか ホウソウ ソザイ デンソウヨウ ムセン

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				簡易無線 カンイ ムセン

				デジタル簡易無線 カンイ ムセン

		海上・船舶通信 カイジョウ センパク ツウシン		船舶無線 センパク ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		衛星EPIRB エイセイ

				船上通信設備 センジョウ ツウシン セツビ



		222-335.4

		評価対象システム ヒョウカ タイショウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		消防用デジタル無線 ショウボウヨウ ムセン

				公共業務用無線 コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		県防災用デジタル無線 ケン ボウサイヨウ ムセン

				公共業務用無線 コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		航空・航空通信 コウクウ コウクウ ツウシン		航空無線 コウクウ ムセン

				航空管制用無線 コウクウ カンセイ ヨウ ムセン

				航空機製造修理事業用無線ほか コウクウキ セイゾウ シュウリ ジギョウヨウ ムセン



		335.4-714

		電波利用システムグループ デンパ リヨウ		電波利用システム デンパ リヨウ

		陸上・防災 リクジョウ ボウサイ		県防災端末系無線 ケン ボウサイ タンマツ ケイ ムセン

				防災テレメーター ボウサイ

		陸上・自営（主に公共分野） リクジョウ ジエイ シュ コウキョウ ブンヤ		水防道路用無線 スイボウ ドウロヨウ ムセン

				列車無線 レッシャ ムセン

				公共業務用無線ほか コウキョウ ギョウムヨウ ムセン

		陸上・自営（主に公共分野以外） リクジョウ ジエイ オモ コウキョウ ブンヤ イガイ		一般業務用無線 イッパン ギョウムヨウ ムセン

				テレメーター用無線 ヨウ ムセン

				タクシー用デジタル無線ほか ヨウ ムセン

		陸上・放送 リクジョウ ホウソウ		エリア放送 ホウソウ

				デジタルTV放送 ホウソウ

		陸上・その他 リクジョウ タ		アマチュア無線 ムセン

				デジタル簡易無線ほか カンイ ムセン

		海上・その他 カイジョウ タ		衛星EPIRB エイセイ

				船上通信設備 センジョウ ツウシン セツビ







周波数区分円

		周波数区分ごとの無線局数の割合及び局数 シュウハスウ クブン ムセンキョク スウ ワリアイ オヨ キョクスウ

		①26.175MHz以下7.9%（12,881局） イカ キョク		12881

		②26.175MHz超50MHz以下8.3%（13,580局） チョウ イカ キョク		13580

		③50MHz超222MHz以下33.3%（54,307局） チョウ イカ キョク		54307

		④222MHz超335.4MHz以下4.6%（7,523局） チョウ イカ キョク		7523

		⑤335.4MHz超714MHz以下45.9%（74,941局） チョウ イカ キョク		74941





①26.175MHz以下7.9%（12,881局）	②26.175MHz超50MHz以下8.3%（13,580局）	③50MHz超222MHz以下33.3%（54,307局）	④222MHz超335.4MHz以下4.6%（7,523局）	⑤335.4MHz超714MHz以下45.9%（74,941局）	12881	13580	54307	7523	74941	



無線局推移

				北海道 ホッカイドウ		東北 トウホク		関東 カントウ		信越 シンエツ		北陸 ホクリク		東海 トウカイ		近畿 キンキ		中国 チュウゴク		四国 シコク		九州 キュウシュウ		沖縄 オキナワ

		平成23年度 ヘイセイ ネンド		264867		332545		903446		154252		88242		379514		418735		224971		133448		323788		25031

		平成26年度 ヘイセイ ネンド		256814		329390		991658		153540		87487		380177		434458		217076		133987		318451		24842

		平成29年度 ヘイセイ ネンド		257524		341325		1104853		158590		88542		395842		457963		215691		136901		316901		26552



平成23年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	264867	332545	903446	154252	88242	379514	418735	224971	133448	323788	25031	平成26年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	256814	329390	991658	153540	87487	380177	434458	217076	133987	318451	24842	平成29年度	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄	257524	341325	1104853	158590	88542	395842	457963	215691	136901	316901	26552	











8【参考】 電波の使用状況（その１）
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9【参考】 電波の使用状況（その２）
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10【参考】 電波の使用状況（その３）
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465.0375

440

406.028

381.325

347.7

430

コードレス電話
（親機）

各種用途
（固定・移動）

特定小電力

国際輸送用データ伝送用
アクティブタグシステム

衛星用非常位置
指示無線標識
（EPIRB）

アナログ簡易無線

465.15

348.5625
348.8

710

335.4MHz～714MHz

714
[MHz]

470
[MHz]

335.4

470

351.16875

351.38125

467
467.4

特定ラジオマイク

デジタル簡易無線

468.55
468.85

アナログ簡易無線

デジタル簡易無線

406.037
406.04 

各種用途（固定・移動）・特定小電力
公共・一般業務
（固定・移動）

アマチュア 各種用途（固定・移動）・特定小電力

TV放送（13～52ch）・エリア放送

714



11【参考】 電波の利用状況調査の調査・評価制度の概要

電波の利用状況の調査

周波数割当計画への反映

調査結果の公表
評価結果（案）に対する意見募集

【調査する事項】
〇 無線局の数
〇 無線設備の使用技術
○ 無線局の具体的な使

用実態
〇 他の電気通信手段へ

の代替可能性 等

３年を周期として、次に掲げる
周波数帯ごとに実施
① 714MHｚ以下
② 714MHｚ超3.4GHｚ以下
③ 3.4GHｚ超

国民の意見
（例）

・新規の電波需要に迅速に対応
するため、電波再配分が必要

・既存の電波利用の維持が必要

意見募集を踏まえた

評価結果（案）の電波監理審議会へ
諮問・答申

周波数区分ごとの評価結果の公表
（電波利用ホームページ）

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/research/index.htm

評価結果の公表
（例）

・現在、電波は有効に利用さ
れている
・使用帯域の圧縮が適当
・中継系の固定局は光ファイ
バ等への転換が適当

①調査 ②調査 ③調査

H17 H16 H15

H20 H19 H18

H23 H22 H21

H26 H25 H24

H29 H28 H27

 電波の一層の有効活用を進めていくためには、無線局免許人の電波の利用状況を的確に把握した上
で電波の再配分等の検討を進めていくことが必要

 このため、平成１４年に電波法を改正し、電波の利用状況の調査・評価制度を導入
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