
参考資料１３：不要発射の強度の許容値について 
(1) 不要発射※1について 

電波法施行規則第２条第１項において、「不要発射」とは、スプリアス発射及び帯域

外発射を指している。「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上

の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減す

ることができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、

帯域外発射を含まないもの、また、「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波

数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものとされている。 
具体的には、不要発射は、必要周波数帯の外側に生じ、かつ情報の伝送に影響を及ぼ

すことなく低減し得る不要発射とされるスプリアス発射及び変調の過程において必要

周波数帯の外側に生じ、スプリアス発射を除く不要発射を含めた帯域外領域での他の

通信に有害な混信を与えるものとされている。 

 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムについては、920MHz 帯を除き、データの重

畳等がないため、送信信号は CW 波となる無変調信号（電波型式：N0N）としている。CW

波として断続のあるモールス信号等とは異なり、基本的には連続した無変調信号を送

信し、情報を乗せた通信とは異なる電力送電を目的とした方式であることから、現在規

定されている不要発射の強度の許容値には該当する指針は見当たらない。 

また、無線局においては一般的に占有周波数帯域幅の許容値を必要周波数帯域幅と

みなし、帯域外領域とスプリアス領域にて不要発射を規定している。しかし、空間伝送

型ワイヤレス電力伝送システムは、無変調信号（電波型式：N0N）を使用し、占有周波

数帯域幅の許容値は規定しないことから、一般条件による指定も困難と思われた。 

このため、類似方式について調査を実施し、不要発射の帯域外領域やスプリアス領域

については、既存の無線局において CW 波という点で同様の電波を発射し、ITU-R にお

いても特殊例として規定されている無変調 CW レーダー※2を参考に他の無線システム

との共用条件を考慮し、規定した。 

 

また、規定にあたっては、空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、社会インフラ

として大型設備となる海洋波浪レーダー等の無変調 CW レーダーとは異なり、免許人が

工場等の自己インフラとして使用することが前提となる。そのため、不要発射の強度の

許容値としては、無変調 CW レーダーを参考としつつ、国内外での製造普及可能なコス

ト、大きさ等を考慮して規定される事が望ましい。 

 

これらの考え方から、2.4GHz 帯、5.7GHz 帯においてはそれぞれの用途等を考慮した

【前提条件】を設定したことにより、無変調 CW レーダーより不要発射の強度の許容値

を、他の無線システムに影響を与えない範囲にて、一部緩和している部分がある。 

そこで、他の無線システムとの干渉検討においては、本規定とは別に共用条件が厳し

くなる値での検討や、他の無線システムが使用している離調周波では、不要発射の強度

の許容値を厳しくするなどの対応を行った。 

 

 

                                                  
※1 無線設備の「スプリアス発射の強度の許容値」の見直し 平成 17 年 12 月総務省総合

通信基盤局 https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/spurious/files/sanko002.pdf 
※2 平成 17 年総務省告示第 1232 号（無線設備規則別表第三号の 15 ただし書の規定に基

づく無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域

の境界の周波数）附則２ 



また、今後の ITU 規定※3の標準化動向によっては、空間伝送型ワイヤレス電力伝送

システムの不要発射を規定される場合には、見直しの検討が必要と考えられる。 

 

40 dB バンド幅(B-40) Fc からスプリアス領域までの離調周波数 

0.0003Fc (B-40)を 100%とし、Fc から 500% 

 
図参 13.1.1 無変調 CW レーダーによるスプリアス領域の定義 

 

(2) 920MHz 帯 

【前提条件】 

・ RFID システムとの親和性の考慮 
920MHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムでは、既設 RFID システムと変調方

式、占有周波数帯幅の許容値、等価等方輻射電力（EIRP）を含めて同一の基準であり、

RFID システムと同様に隣接チャネル漏えい電力及び不要発射の強度の許容値について

同一とした。 

(3) 2.4GHz 帯 

【前提条件】 

・ コスト、普及の観点から無線 LAN システム等の国際的に広く使用されている汎

用部品を使用した構成を利用 

・ 受電装置からのビーコン信号として既存無線システムの信号を活用する事及

びビーコンの受信のタイミングやキャリアセンスにより発生する送信オン/オ

フに起因する帯域の広がりを考慮 

 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの諸条件を無変調 CW レーダーに対する領域

定義及び不要発射の強度の許容値に適用した際の各帯域・減衰量を表参13.3.1に示す。 

 

表参 13.3.1 2.4GHz での CW レーダーのスプリアス放射関連パラメータ 

搬送波周波数 Fc 2,450 MHz 

40 dB 帯域幅 B-40 0.735 MHz 

スプリアス領域境界周波数 3.675 MHz 

空中線電力 PEP 15 W(41.8dBm) 

スプリアス領域における減衰量 
(60dB または 43+10og(PEP)のいずれか小さい減衰量) 

54.8 dBc 

スプリアス領域における不要輻射電力 -13 dBm (50μW) 

                                                  
※3 Recommendation ITU-R SM.1541-6(08/2015) “Unwanted emissions in the out-of-
band domain” 
 



 

上記で求めた不要発射の強度の許容値に報告書本文 4.2.2(エ)2.4GHz 帯空間伝送型

ワイヤレス電力伝送システムの不要発射の強度の許容値を重ねたものを図参 13.3.1 に

示す。 

2.4GHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムでは、40 dB 帯域幅 B-40を無線 LAN

システム等の民生汎用部品の利用を考慮して、搬送波の変動、ビーコン受信のタイミン

グ等で発生する搬送波のオン/オフに起因する帯域の広がりにより 2MHz とし、スプリア

ス領域での帯域外発射の広がりを考慮し、円弧状で定義した。 

そのため、不要発射の強度の許容値を無変調 CW レーダー（図参 13.3.1 の赤色線）と比

較した場合、CW レーダーの 40 dB 帯域幅 B-40である 0.735 MHz から 6.18MHz 離調まで、

2.4GHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの不要発射の強度の許容値が上回っ

たものとなっている。 

また、40 dB 帯域幅 B-40を 2MHz として無変調 CW レーダーの不要発射領域を設定（図参

13.3.1 の灰色線）すると、スプリアス領域は 10MHz 以遠となり、1MHz から 10MHz まで

の帯域外領域にて、直線と円弧状の規定方法からの差分により、許容値が下回る部分が

ある。しかし、他の無線システムとの共用となるスプリアス領域での干渉を考慮し、不

要発射の強度の許容値は厳しく規定した。 

更に、他の無線システムとの共用検討においては、離調周波数が10MHz以内の場合は、

最大輻射電力値（図参 13.3.1 の青色線）を用いての共用検討による計算として実施し、

共用可能とする結果を得ている。 

 

 
図参 13.3.1 2.4GHz 帯の不要発射の強度の許容値比較 

 

(4) 5.7GHz 帯 

【前提条件】 

・ コスト、普及の観点から広く使用されているシリコン系半導体の使用を前提と

して不要発射を抑制 （不要発射を抑えるためには電子管や化合物半導体を使

った低雑音構成が好ましいが、空間伝送型ワイヤレスシステムが想定している

市場での、コスト、筐体サイズ、重量等が現実的ではないため） 

 

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの諸条件を無変調 CW レーダーに対する領域

6.18MHz 離



定義及び不要発射の強度の許容値に適用した際の各帯域・減衰量を表参13.4.1に示す。 

 

表参 13.4.1 5.7GHz 帯での CW レーダーのスプリアス放射関連パラメータ 

搬送波周波数 Fc 5,750 MHz 

40 dB 帯域幅 B-40 1.725 MHz 

スプリアス領域境界周波数 8.625 MHz 

空中線電力 PEP 31.6 W(45 dBm) 

スプリアス領域における減衰量 
(60dB または 43+10og(PEP)のいずれか小さい減衰量) 

58 dBc 

スプリアス領域における不要輻射電力 -13 dBm (50μW) 

 

上記で求めた不要発射の強度の許容値に報告書 4.3.2(エ)の 5.7GHz 帯空間伝送型ワ

イヤレス電力伝送システムの不要発射の強度の許容値を重ねたものを図参 13.4.1 に示

す。 

搬送波近傍から 862.5 kHz(B-40/2)まで及び 2MHz を超える領域では、無変調 CW レーダー

の不要発射の強度の許容値以下である。 

5.7GHz 帯空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの不要発射の強度の許容値は、離

調周波数±50kHz 以遠から不要発射の強度の許容値を規定し、離調周波数差の少ない範

囲の他無線システム、2MHz 以遠の離調周波数では、アマチュア無線などを考慮し、不要

発射を無変調CWレーダーシステムの不要発射の強度の許容値以下と規定した。ただし、

862.5kHz から 2MHz 未満の領域ではシリコン系半導体部品の選定を考慮したため、CW レ

ーダーの不要発射の許容値より緩和されている。 

尚、他の無線システムとの共用検討については、これらの規定した値を用いて実施した。 

 

 
図参 13.4.1 5.7GHz 帯の不要発射の強度の許容値比較 

 


