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JCTEA STD-023-2.0の改訂概要

・2012年10月、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一
部を改正する省令（平成24年総務省令第90号）、23GHz帯の周波数の電波を使用する陸上
移動局の無線設備又は23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無
線設備の技術的条件を定める件（平成24年総務省告示第359号）が公示された。

・今までの審査基準のみから技術的条件が省令化され、無線設備の技術的条件に関して陸
上固定局の他に汎用可搬型陸上移動局と辺地用可搬型陸上移動局が制定された。

・これに合わせて、汎用可搬型陸上移動局と辺地用可搬型陸上移動局を追加し、伝送品質
に関する技術条件の見直しを行い、JCTEA STD‐023‐2.0に改訂した。

・本標準規格は、特に有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令を満足すべく、
様々な利用シーンを想定し、規格として定めている。
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23GHz帯無線システムの基本構成（第２章）

変調方式には振幅変調方式（FDM-SSB）

23GHz帯無線システムは、その利用用途から固定局と陸上移動局に分けられる

表2.1 23GHz帯無線システムの基本構成

分 類 伝送帯域（周波数） 空中線電力 主たる用途

有線伝送路の敷設が困難な地域への
固定局 23.2GHz～23.6GHz 1W以下

有線伝送路の敷設が困難な地域への
中継回線等

陸上移動局
汎用可搬型 23.28GHz～23.52GHz 0.5W以下

災害時における応急復旧用伝送路
イベント時における番組素材中継伝送

辺地用可搬型 23.2GHz～23.6GHz 0.005Ｗ以下 地上デジタル放送の難視聴解消
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23GHz帯無線システムの基本構成（第２章 2-2 ）
固定局

Ｐ－Ｐ伝送

ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ

連絡回線・中継回線：
a．受信点からヘッドエンド

b．受信点から共聴施設

パラボラアンテナの対向で5～10km程度の伝送が可能

固定局

（ ）

ｾﾝﾀｰ側機
器

端末側機器

c．河川、軌道等の横断伝送

中継回線：

① 辺地型難視聴

a．中山間部等への伝送（難視聴
地域の川越え 谷越え等の伝送）L（km）

図2.3 P－P伝送の構成

地域の川越え、谷越え等の伝送）
b．本土～離島間の伝送（海越え）

② 建造物遮断難視聴および自然難視
聴（丘陵等の影）（都市部）

③ 無電柱化地域の集合住宅（単体）

Ｐ－ＭＰ伝送 ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ

端末側機器

③

分配回線：

セクターアンテナと30cmパラボラアンテナの対向で90°幅2km程度の伝送が可能

ｾﾝﾀｰ側機

ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ

端末側機器90°

ｾｸﾀｰｱﾝﾃﾅ

分配回線
① 辺地型難視聴

a．中山間部等への伝送（難視聴地 域
に向けた川越え、谷越え等の伝送：
近距離）

b 本土から離島の各戸に向け直接伝器

ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ

b．本土から離島の各戸に向け直接伝

送

② 建造物遮断受信障害および自然
難視聴（都市部）

a．無電柱化地区等内に散在する集
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図2.4 Ｐ－ＭＰ伝送の構成

端末側機器

L（km）

合住宅
b．無電柱化地区等内の集合住宅の

の各戸に向け直接伝送



23GHz帯無線システムの基本構成（第２章 2-2 ）
汎用可搬型陸上移動局

Ｐ－Ｐ伝送

ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ

連絡回線・中継回線：
a．受信点からヘッドエンド

b 受信点から共聴施設

パラボラアンテナの対向で5km程度の伝送が可能

汎用可搬型陸上移動局

ﾊ ﾗﾎ ﾗｱﾝﾃﾅ

ｾﾝﾀｰ側機
器

端末側機器

ﾊ ﾗﾎ ﾗｱﾝﾃﾅ b．受信点から共聴施設

c．河川、軌道等の横断伝送

中継回線：

① 辺地型難視聴

a 中山間部等への伝送（難視聴
L（km）

図2.5 P－P伝送の構成

a．中山間部等への伝送（難視聴
地域の川越え、谷越え等の伝送）

b．本土～離島間の伝送（海越え）

② 建造物遮断難視聴および自然難視
聴（丘陵等の影）（都市部）

③ 無電柱化地域の集合住宅（単体）③ 無電柱化地域の集合住宅（単体）

Ｐ Ｐ伝送
連絡回線・中継回線：
a 受信点からヘッドエンド

辺地用可搬型陸上移動局

Ｐ－Ｐ伝送

ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ

a．受信点からヘッドエンド

b．受信点から共聴施設

c．河川、軌道等の横断伝送

中継回線：

① 辺地型難視聴

パラボラアンテナの対向で数100m程度の伝送が可能である

L（km）

ｾﾝﾀｰ側機
器

端末側機器

① 辺地型難視聴

a．中山間部等への伝送（難視聴
地域の川越え、谷越え等の伝送）

b．本土～離島間の伝送（海越え）

② 建造物遮断難視聴および自然難視
聴（丘陵等の影）（都市部）
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図2.6 P－P伝送の構成

聴（丘陵等の影）（都市部）
③ 無電柱化地域の集合住宅（単体）



機器性能規定のための運用条件（第３章）

表3.1 使用環境（23GHz帯無線システム（固定局））

項 目 条 件 備 考

風圧荷重 最大瞬間風速
60m/s

導入地域における暴風雨時の風速記録を考慮するものとする。
ただし、建築基準法でより厳しい規定がある場合はその規定に準
ずることとする。

※ 23GHz帯無線システム（固定局）は屋外設置を想定

表3.2 23GHz帯無線システム（固定局）で伝送可能な信号例

方向 伝送信号 備考

下り
標準デジタルテレビジョン放送方式の信号OFDM） 地上デジタル放送、コミュ

ニティチャンネル等
デジタル有線テレビジョン放送方式の信号（64QAM）

注１：デジタル有線テレビジョン放送方式の信号（256QAM）については、電波法関係審査基準に「伝送の質」に関する規定が定められ
ていないため伝送することはできない。(2010年8月時点)

表3.3 23GHz帯無線システム（汎用可搬型陸上移動局）で伝送可能な信号例

ていないため伝送することはできない。(2010年8月時点)
注２：CATVインターネットの信号（DOCSIS）については、双方向機能に関する規定が定められていないため、伝送することはできない。

方向 伝送信号 備考

下り
標準デジタルテレビジョン放送方式の信号（OFDM） 地上デジタル放送、コ

ミュニティチャンネル等
デジタル有線テレビジョン放送方式の信号（64QAM）
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注１：デジタル有線テレビジョン放送方式の信号（256QAM）については、電波法関係審査基準に「伝送の質」に関する規定が定められ
ていないため伝送することはできない。(2010年8月時点)

注２：CATVインターネットの信号（DOCSIS）については、双方向機能に関する規定が定められていないため、伝送することはできない。



23GHz帯無線システムの定格と望ましい性能（第４章）
固定局

4.1 定格 表4.1 23GHz帯無線装置（固定局）の定格

固定局

項目 定格 備考

使用周波数（周波数 帯域） 23 2GHz～23 6GHz使用周波数（周波数、帯域） 23.2GHz～23.6GHz

空中線電力 1W以下
解説2.2 リンクバジェット算出にお
ける主なパラメータ 4) 送信機出力
の計算式による

空中線電力許容差
上限 +20%

限 免許値に対して空中線電力許容差 下限 - 50% 免許値に対して

周波数偏差 300ppm以下

通信方式 単向通信方式
変調方式 振幅変調方式（FDM-SSB）

スプリアス領域における不要発 参 帯域幅 とするスプリアス領域における不要発
射強度の許容値

50µＷ以下 参照帯域幅は1MHzとする
ただし、22.0GHzを超え23.2GHz
以下
及び23.6GHzを超え25.0GHz以下
の周波数範囲においては、表4.3
の許容値を適用する

帯域外領域における不要発射の
強度の許容値

100µＷ以下

の許容値を適用する。

受信設備の副次的に発する電波
等の限度

4ｎＷ以下

アンテナ径
対向型：直径30cm以上のパラボラアンテ
ナと同等以上の利得又は指向特性を有
するものであること

送信用及び受信用とも
するものであること。

多方向向け：サービスエリアに応じた空中
線の指向特性及び利得のものであること。

入出力インピーダンス 75Ω（公称値） 送信機入力端子及び受信機出力
端子
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端子
防水性能 JIS C0920に規定する保護等級4以上

使用温度範囲 －20℃～＋40℃

使用湿度範囲 20%～90% 結露なきこと



23GHz帯無線システムの定格と望ましい性能（第４章）
汎用可搬型陸上移動局

4.1 定格 表4.4 23GHz帯無線装置（汎用可搬型陸上移動局）の定格

汎用可搬型陸上移動局

項目 定格 備考

使用周波数（周波数 帯域） 23 28GHz～23 52GHz使用周波数（周波数、帯域） 23.28GHz～23.52GHz

空中線電力 0.5Ｗ以下
解説2.2 リンクバジェット算出にお
ける主なパラメータ 4) 送信機出力
の計算式による

空中線電力許容差 上限 +20%
限 免許値に対して空中線電力許容差 下限 - 50% 免許値に対して

周波数偏差 300ppm以下
通信方式 単向通信方式
変調方式 振幅変調方式（FDM-SSB）
スプリアス領域における不要発 参照帯域幅は1MHzとするスプリアス領域における不要発
射強度の許容値

50µＷ以下 参照帯域幅は1MHzとする
ただし、22.0GHzを超え23.2GHz
以下及び23.6GHzを超え25.0GHz
以下の周波数範囲においては、表
4 6の許容値を適用する

帯域外領域における不要発射の
強度の許容値

100µＷ以下

4.6の許容値を適用する。

受信設備の副次的に発する電波
等の限度

4ｎＷ以下

アンテナ径
対向型：直径10cm以上のパラボラアンテ
ナと同等以上の利得又は指向特性を有 送信用及び受信用とも

するものであること。

多方向向け：サービスエリアに応じた空中
線の指向特性及び利得のものであること。

入出力インピーダンス 75Ω（公称値） 送信機入力端子及び受信機出力
端子

8

端子
防水性能 JIS C0920に規定する保護等級4以上
使用温度範囲 －20℃～＋40℃
使用湿度範囲 20%～90% 結露なきこと



23GHz帯無線システムの定格と望ましい性能（第４章）

プリ 領域における不要発射 強度 許容値は イク ト以 帯域外領域における不要発射 強度 許

表4 3 不要発射の強度の許容値（固定局 及び 辺地用可搬型陸上移動局）

プリアス領域における不要発射の強度の許容値は５０マイクロワット以下、帯域外領域における不要発射の強度の許
容値は１００マイクロワット以下とし、参照帯域幅は１MHzとする。
ただし、２２．０GHzを超え２３．２GHz以下及び２３．６GHzを超え２５．０GHz以下の周波数範囲においては、次のいず
れかの表の許容値を適用する。

表4.3 不要発射の強度の許容値（固定局 及び 辺地用可搬型陸上移動局）

周波数範囲 不要発射の強度の許容値

22.0GHzを超え22.7GHz以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-40デシベル

（1ミリワットを0デシベルとする 以下に同じ ）以下の値（1ミリワットを0デシベルとする。以下に同じ。）以下の値

22.7GHzを超え23.0GHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-35デシベル

23.0GHzを超え23.2GHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-33デシベル

23.6GHzを超え23.8GHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-33デシベル

23 8GH を超え24 1GH 以下 任意の1MH の帯域幅における平均電力が 35デシベル23.8GHzを超え24.1GHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-35デシベル

24.1GHzを超え25.0GHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-40デシベル

表 射 強度 許容値 搬 陸 移表4.6 不要発射の強度の許容値（汎用可搬型陸上移動局）
周波数範囲 不要発射の強度の許容値

22.0GHzを超え22.7GHz以下
任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-70デシベル
（1ミリワットを0デシベルとする。以下に同じ。）以下の値

22.7GHzを超え23.0GHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-65デシベル

23.0GHzを超え23.2GHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-63デシベル

23.6GHzを超え23.8GHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-63デシベル

23.8GHzを超え24.1GHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-65デシベル
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23.8GHzを超え24.1GHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が 65デシ ル

24.1GHzを超え25.0GHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-70デシベル



23GHz帯無線システムの定格と望ましい性能（第４章）

4.1.2、 4.2.2、 4.3.2 望ましい性能

表4 5 23GHz帯無線システム（汎用可搬型陸上移動局）の望ましい性能

表4.2 23GHz帯無線システム（固定局）の望ましい性能

表4.5 23GHz帯無線システム（汎用可搬型陸上移動局）の望ましい性能

項 目 望ましい性能 備 考

表4.8 23GHz帯無線システム（辺地用可搬型陸上移動局）の望ましい性能

帯域内周波数特性 ±1.0 dB 以内 ＊１ 各伝送信号のチャンネル帯域6MHz
の範囲において

周波数偏差 ±10 kHz 以内 ＊２ 送受信機の対向性能

CN比（所要CN比） ＊３

OFDM信号にて 25 dB 以上
＊４

64QAM信号にて 26dB以上
＊５

ケーブルテレビの受信者端子におい
ての所要CN比を満足すること。
雑音帯域幅は以下とする。
OFDM:5.6MHz
64QAM:5.3MHz

位相雑音 [ϴdeg rms] 0.5 deg 以下 送受信機のFDM-SSB搬送波総合値
積分範囲：100Hz～1MHz 

雑音指数 8 0 dB 以下 受信機性能

＊１：有線一般放送法では、規格±3dBと定めておりトータルで規格±3dB満足すること
＊２：有線一般放送法では、規格±20kHz定めておりトータルで規格±20kHz満足すること
＊３： 23GHz帯無線システムから出力される信号の所要となるCN比は審査基準ではOFDM信は27.3dB以上、

雑音指数 8.0 dB 以下 23GHz受信機性能

10

帯 線 信号 所要 審 準 信 、
64QAMは29.4dB以上と定めている。ここで定めるCN比は無線区間 と有線区間の総合システムでの
受信者端子の所要値を定める。

＊４： STD-011及びSTD-012より引用
＊５： 省令95号より引用



解説 利用シーン（２.６）
固定局

2.6.1 離島への中継伝送

離島への中継伝送

中山間部への

配信も可能

片方向サービス

保安器

受信者
端子

ヘッド 光伝送路
FTTH/

棟内
伝送路受信点

無線 保安器
成端箱

ヘッド
エンド

光伝送路
（HFC幹線）

同軸
伝送路

宅内
伝送路

無線
伝送路

11解図2.2 離島への中継伝送システムモデル

受信者
端子

伝送路



解説 利用シーン（２.６）
固定局

2.6.1 集合住宅等への中継伝送

・地下埋エリア
ｱﾝﾃﾅは屋上設置集合住宅等への伝送

片方向サービス

ｱﾝﾃﾅは屋上設置
棟内は同軸使用

・ビル陰
障害地域

集合住宅等への伝送
（地下埋地区）

障害地域

保安器
成端箱

受信点

受信者
端子

ヘッド
エンド

光伝送路
（HFC幹線）

無線
伝送路

棟内
伝送路

受信者

棟内
伝送路

FTTH/
同軸

伝送路

宅内
伝送路

12解図2.4 集合住宅等への中継伝送システムモデル

受信者
端子



解説 利用シーン（２.６）
固定局

2.6.1 河川、軌道等の横断伝送

河川等の横断伝送

片方向サービス

河川等の横断伝送

片方向サ

受信点 宅内
伝送路

ヘッド
エンド

光伝送路
（HFC幹線）

FTTH/
同軸伝送

路

保安器
成端箱

受信者
端子

伝送路

無線
伝送路

受信者
端子

棟内
伝送路

河川等
（～1.0km）

13

解図2.6 河川、軌道等の横断伝送システムモデル



解説 利用シーン（２.６）
固定局

2.6.1 集合住宅各戸への配信

集合住宅の各戸

親局:セクターアンテナ

子局アンテナはベランダ等に設置

集合住宅の各戸
への配信

片方向サービス
(23GHz)

FTTH/
同軸伝送路

ヘッドエンド 宅内伝送路

地上デジタル放送受信点端

無線
伝送路

解図2.8  集合住宅各戸へのP-MP配信システム系統図

同軸伝送路

ケーブルテレビ局
受信者端子

伝送路
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解説 利用シーン（２.６）
固定局

2.6.1 集合住宅群への配信

●地下埋設エリア
アンテナはビルの屋上設置集合住宅群への放送サ ビスの提供 アンテナはビルの屋上設置
棟内は光又は同軸配線

親局：セクターア
ンテナ

集合住宅群への放送サービスの提供

片方向サービス ビル陰障害個別住宅は

テナ

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋ局
より

片方向サ
(23GHz) 原因者のビルから分配

する方法もある

BS,CS受信
アンテナ

FTTH/
同軸伝送路

ヘッドエンド

アンテナ

地上デジタル放送受信点端

無線
伝送路

棟内伝送路
光ファイバ，

同軸

15
解図2.10  複数の集合住宅へのP-MP配信システム系統図

ケーブルテレビ局
受信者端子

同軸



汎用可搬型陸上移動局

解説 利用シーン（２.６）

汎用可搬型陸上移動局

2.6.2 災害時における応急復旧用伝送路

片方向サービス

災害時における
応急復旧用伝送路

災害等により
有線伝送路が切断

解図2.14  災害時における応急復旧用伝送路イメージ図

片方向 ビ

イベント時における
番組素材中継伝送

片方向サービス

光回線等

16

ヘッドエンドイベント会場

解図2.15 イベント時における番組素材中継伝送イメージ図



解説 利用シーン（２.６）

辺地用 搬型陸上移動局辺地用可搬型陸上移動局

2 6 3 災害時における応急復旧用伝送路

片方向サ ビス

災害時における
応急復旧用伝送路

2.6.3 災害時における応急復旧用伝送路

片方向サービス

災害等により災害等により
有線伝送路が切断

解図2.16  災害時における応急復旧用伝送路イメージ図
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解説 利用シーン（２.６）

2.6.6 受信点からの連絡線

ケーブルテレビ局のヘッドエンド
受信点

ヘッド
エンド

FTTH/
同軸伝送路

保安器
成端箱

受信者
端子

宅内
伝送路

無線
伝送路

受信者
端子

棟内
伝送路

連絡線

伝送路

解図2 11 受信点からヘッドエンドまでの連絡線システム系統図解図2.11  受信点からヘッドエンドまでの連絡線システム系統図

共聴施設のヘッドエンド
複数事業者が同一の受信点において23GHz帯無線システムを運用する場合は、事前に事業者間にて相談の上、複数 帯 線 場 、 、
相互の干渉が生じないよう十分留意することが望ましい。

受信点 宅内
伝送路

FTTH/
同軸伝送路

受信者
端子

棟内
伝送路

連絡線

無線
伝送路

18解図2.12  受信点から共聴施設までの連絡線システム系統図

受信者
端子

伝送路



解説 利用シーン（２.６）

2.6.7 災害時の利用シーン

CATVセンター
ヘッドエンド

FTTH/

無線
伝送路

FTTH/
同軸伝送路

機器を集会センターや小中学校などの避難所の
屋上等に設置し、バックアップとする。

解図2.13  災害時の利用シーン システム系統図
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電波法関係審査基準

3.1 23GHz帯無線システムに係る審査基準

項目 定格 備考

受信CN比

NTSC-VSB-AM 45.0dB 降雨減衰を考慮したベースバンドチャンネル

（変調方式）ごとの値。

電波法関係審査基準による規定より。OFDM 27.3dB受信CN比 電波法関係審査基準による規定より。OFDM 27.3dB

64QAM 29.4dB

NTSC-VSB-AM
55dB（標準状態） ベースバンドチャンネル（変調方式）ごとの値。

標準状態：降雨減衰がない状態（晴天時）

CI比 ＊１

降雨状態：降雨減衰がある状態。

電波法関係審査基準による規定より。

52dB（降雨状態）

OFDM
45dB（標準状態）

42dB（降雨状態）

64QAM
45dB（標準状態）

42dB（降雨状態）

年間回線稼動率 99 95％以上 電波法関係審査基準による規定より

＊１：「搬送波対干渉雑音比（CI比またはC/I)」であり、上記は審査基準の表現通りに記載した。

年間回線稼動率 99.95％以上 電波法関係審査基準による規定より。

20



○参考資料1
平成24年6月15日報道資料「情報通信審議会 情報通信技術分科会 放送システム
委員会 報告（案） 別紙1（ 23GH 帯無線伝送システムの技術的条件 ）第3章委員会 報告（案） 別紙1（～23GHz 帯無線伝送システムの技術的条件～）第3章

第3章 他の無線システム等との共存条件に関する検討
3.1 隣接する23GHz帯の無線システム等について

帯 波数 割 状3.1.1 23GHz帯の周波数の割当状況

23GHz帯の周波数の割当状況は図6のとおりであり、23GHz帯無線伝送システムの下の帯域を携帯電話事業者の
無線エントランスシステムが利用しており、上の帯域は電波天文が観測業務を行っている。

無線エントランス
帯無線伝送

無線エントランス
システム

（固定）

23GHz帯無線伝送システム
（固定）

電波天文業務

23.0
GHz

23.2
GHz

24.0
GHz

23.6
GHz

図6 23GHz帯における周波数の割当状況

3.1.2 無線エントランスシステム
当該システムは、図7の運用イメージのとおり電気通

信事業者（主に携帯電話事業関係）が、集約局から携
帯電話基地局までの間を無線で中継する回線として帯電話基地局までの間を無線で中継する回線として
用いている。集約局から携帯電話基地局までの伝送
距離は、最大6km程度である。

21図7 無線エントランスシステムの運用イメージ



○参考資料1:平成24年6月15日報道資料「情報通信審議会 情報通信技術分科会
放送システム委員会 報告（案）
別紙1（ 23GH 帯無線伝送システムの技術的条件 ）第3章

3.1.3 電波天文業務

天体から放射される電波を受信することにより、天体や宇宙空間の物理状態、さらには宇宙そのものの成因など、
宇宙全体を観測するため シ ム ある うち は 主 分 輝線が存

別紙1（～23GHz 帯無線伝送システムの技術的条件～）第3章

宇宙全体を観測するためのシステムである。このうち、23.6GHz～24.0GHzには、主にアンモニア分子輝線が存
在している。この帯域は、電波天文学にとって非常に重要でかつ国内外で広く頻繁に使われている周波数帯と
なっている。

また、遠方の天体から放射される分子輝線は、宇宙膨張のため低い周波数にずれる（赤方偏移）。また、微弱天体
を感度よく観測するために広帯域で観測する。を感度 観測する 広帯域 観測する。
国内にはこの周波数の観測を実施する、又は実施する可能性が高い電波天文業務の観測局が16局存在している。
主な電波天文観測局は、図8に示すとおり。なお、参考資料1に23GHz帯電波天文観測局の一覧及び観測分子輝
線の概要を示す。

22図8 主な電波天文業務の観測局



○参考資料2:  平成24年6月15日報道資料「情報通信審議会 情報通信技術分科会
放送システム委員会 報告（案）

別紙1（ 23GH 帯無線伝送システムの技術的条件 ） 参考資料１別紙1（～23GHz 帯無線伝送システムの技術的条件～） 参考資料１

局名 所在地等
局位置

東経 北緯

※世界測地系１．23GHz帯電波天文観測局一覧

局名 所在地等
東経 北緯

1 ＶＥＲＡ水沢注１ 岩手県奥州市
141°07′57″
(141.132544)

39°08′01″
(39.133493)

2 ＶＥＲＡ入来注１ 鹿児島県薩摩川内市
130°26′24″
(130.439993)

31°44′52″
(31.747976)

3 ＶＥＲＡ小笠原注１ 東京都小笠原村父島
142°13′00″ 27°05′31″

3 ＶＥＲＡ小笠原注１ 東京都小笠原村父島
(142.216773) (27.09168)

4 ＶＥＲＡ石垣島注１ 沖縄県石垣市
124°10′16″
(124.171085)

24°24′44″
(24.412453)

5 水沢１０ｍ注１ 岩手県奥州市
141°07′56″
(141.132372)

39°08′00″
(39.133323)

141°35′48″ 42°40′25″

（連絡窓口）
地方総合通信局（事前相談）

国立天文台 電波天文周波数小委員会
6 北大苫小牧 北海道苫小牧市 北海道大学

141 35 48
(141.596898)

42 40 25
(42.673814)

7 高萩注１ 茨城県高萩市 茨城大学運用
140°41′3807″
(140.694866)

36°41′54.8″
(36.698593)

8 日立注１ 茨城県日立市 茨城大学運用
140°41′33.4″
(140.692002)

36°41′52.2″
(36.697552)

140° 35°

国立天文台 電波天文周波数小委員会
事務局

TEL：0422-34-3794、
E-mail： nro-catv-23ghz@nao.ac.jp

9 ＮＩＣＴ鹿島 茨城県鹿嶋市 情報通信研究機構
140°39′36″
(140.660051)

35°57′21″
(35.955872)

10 国土地理院つくば 茨城県つくば市 国土地理院
140°05′20″
(140.088902)

36°06′11″
(36.103148)

11 野辺山（NRO) 注２ 長野県南佐久郡南牧村
138°28′21″
(138.472517)

35°56′40″
(35.944503)( ) ( )

12 ＪＡＸＡ臼田 長野県佐久市 宇宙科学研究所
138°21′46″
(138.36201)

36°07′57″
(36.132953)

13 岐阜大岐阜 岐阜県岐阜市 岐阜大学
136°44′14″
(136.737092)

35°28′03″
(35.467595)

14 山口注１ 山口県山口市 山口大学運用
131°33′26″
(131 556725)

34°12′58″
(34 218203)

注１：国立天文台水沢VLBI観測所所有
代表電話： 0197－22－7111
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(131.556725) (34.218203)

15 鹿児島６ｍ注１ 鹿児島県鹿児島市 鹿児島大学運用
130°30′25″
(130.507107)

31°27′51″
(31.46425)

16 内之浦注３ 鹿児島県肝属郡肝付町 内之浦
宇宙空間観測所（JAXA)

131°04′44″
(131.07816)

31°15′16″
(31.254432)

代表電話： 0197 22 7111
注２：国立天文台野辺山宇宙電波観測所所有

代表電話：0267-98-4300
注３：開局準備局


