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事務局 各位様 

次の手続きをまだ完了されていない支部は、速

やかに手続きを完了されますよう、お願いいたし

ます。 

本部会費の入金手続き 

入金の締切日は、６月末日になっています。 

正会員の年会費は １局１,６００円です。 

【郵便振込み口座】 

口座番号 ０１１５０ ９ ２６２６１ 

加入者名 全国 84 愛好会 

６月号のニュースに同封しました、会員名簿の

うち、訂正が必要な方だけをチェツク後、ＦＡＸ

等でご返送ください。 

全国総会（アイボール会）の参加申込み 

出席人数を７月１０日までにお知らせください。 

 

全国総会のおしらせ 

恒例の総会を次のように開催いたしますので、お

誘いの上ふるってご参加ください。 

日 時：7月2７日（日曜日） 

午前 10 時にゲート前の駐車場に集合 

会 場：ハーベストの丘 

大阪府堺市鉢ヶ峯寺 2405-1 TEL 072-296-9911 

参加費：大人（中学生以上）一名 三千円 

申込締切日：７月１０日（各支部事務局に申込んで

ください） 

参加費には、次の料金が含まれております。 

入園料（大人 1名）＋食事代（バーベキューハウ

スでカルビ・野菜セット・おにぎり・デザートに

自家製ソーセージ付き）＋会員名簿（1冊） 

ご家族に関しては各自負担でお願いいたします。 

中学生以上は入園料 600 円が必要です。 

 食事に関しては、自己負担でお願いします。 

小人（４歳以上）は入園料 500 円が必要です。 

 食事に関しては、自己負担でお願いします。 

園内の委細はこちらのＨＰからご覧できます。 

 http://www.farm.or.jp/ 

お車でお越しの場合 

阪和自動車道｢堺 IC｣を出て最初の交差点を左折

し約 7km、泉北 2 号線（府道 61 号線）を南へ 15

分。 

阪神高速湾岸線「助松 JCT」から堺･泉北有料道

路へ入り、料金所出てすぐの「太平寺出口」を出

て、すぐの交差点「平井大橋」を右折し、南へ約

７km、泉北 2号線（府道 61 号線）を 15 分。 

 

レピータ局の開設に向けて 

既設の葛城山基地局の有効利用及びに技術の向

上を目指して、無線中継局（レピータ）の開設準備が

進んでいます。 

申請周波数： ４３０Mhz 帯 及び １２００Mhz 帯 

 

DSL スペクトル管理の基本的要件 

情報通信審議会情報通信技術分科会事業用電

気通信設備等委員会（主査：酒井 善則 東京工業

大学教授）は、昨年１２月より多様な方式のＤＳＬサー

ビスが混在する中で良好なサービス環境を維持する

ために必要なＤＳＬスペクトル管理の基本的要件につ

いて検討を行い、このたび報告書（案）を取りまとめる

にあたり、平成１５年５月１３日から６月２日までの間、

意見の募集を行いました。 

その結果、１０７者からの意見がありましたので、委

員会の考え方とあわせて公表します。 

 なお、報告書については、次回の情報通信技術分

科会で報告することといたします。 

事業用電気通信設備等委員会報告案 

「DSL スペクトル管理の基本的要件」意見募集の結果 

意見提出者（受付順（個人を除く）） 
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東日本電信電話株式会社・株式会社 STNet・KDDI 株

式会社・社団法人日本アマチュア無線連盟・西日本電

信電話株式会社・イー・アクセス株式会社・住友電工ネ

ットワークス株式会社・個人計９８名 

アマチュア無線関係者の意見を抜粋いたしました。 

提出された意見 

（３－３（２）⑦ 今後の新たなスペクトルを利用する伝送

方式の扱い（p.17）） 

【「アマチュア無線システム」という用語について】 

「アマチュア無線システム」という用語は不適切。有線通

信ではないので「アマチュア無線局」という言葉が適切

です。 

（個人 29 名） 

委員会の考え方 

「システム」は必ずしも有線通信のみを示すものではあり

ませんが、アマチュア無線の関係者に誤解を与えない

ように、ご意見のとおり、「アマチュア無線局」と表記を改

めます。 

提出された意見 

（３－３（２）⑦ 今後の新たなスペクトルを利用する伝送

方式の扱い（p.17）） 

連盟としては、新たな ADSL 方式の動向に関しては、

十分な注意をもって見守ってきましたが、ADSL は理論

的に漏洩は少ないとはいえ、アマチュア無線への影響

があった場合は、その対応について十分な配慮を行っ

てほしいことを求めて来たところで同報告書（案）におい

てこのように配慮がなされたことについては、同報告書

（案）に記載されている-80dBm/Hz のノッチフィルター

挿入等の措置が確実に必ず実施されることを前提に一

定の評価をいたします。しかしながら、アマチュア無線

の許容被干渉レベルについては、ARRL（American 

Radio Relay League）において検証されていることであり

ますが、我が国においては、アマチュア無線に対しての

影響については、検証が行われていないのが実態であ

ります。我が国の都会における住宅事情は、非常に密

集しており、米国と比較した場合、条件が大きく異なる

背景があります。したがって、新たなスペクトラムを使用

した事業については、アマチュア無線への影響につい

て実際の検証（実験）を行うことが望ましいと考えます。

このため連盟としては、早急に実証試験を実施する場

合にあっても、いつでも対応できるよう準備をしているこ

とを申し添えます。 

（日本アマチュア無線連盟） 

委員会の考え方 

DSL サービスに使用するメタルケーブル等の有線電気

通信設備については、ケーブルからの漏えいによって、

他の電気通信設備に影響を与えないよう、有線電気通

信法に基づく有線電気通信設備令のなかで、通信回

線の平衡度、線路の電圧、通信回線の電力の基準が

定められています。このため、電気通信事業者は、ケー

ブルからの漏えいを防止するために、これらの基準を遵

守し、ケーブルの漏えいの予防を行っており、新たなス

ペクトルを利用する場合には、この基準を遵守すべきと

考えます。また、アマチュア無線の関係者が求めている

ITU-R 勧告に定めるような「静穏な田園地帯」のノイズ

レベル以下になるように、ITU-T 勧告に従い、「1.81～

2MHz の周波数帯については DSL 伝送方式のスペクト

ルを-80dBm/Hz 以下に低減する」措置を予め行うこと

としているものです。この ITU-T 勧告の措置について

は、単に米国だけの措置として認められたものではなく、

既に VDSL で実装されて利用されているほか、米国の

アマチュア無線関係の団体である ARRL においても検

証されたうえで、国際勧告とされた措置であり、当該周

波数帯のアマチュア無線に対する干渉を予防する対策

として、技術的に妥当なものとして国際的に認められて

いるものと考えます。一方、今後、新たなスペクトルを利

用した DSL 方式のサービスを提供する事業者は、実証

実験やフィールドデータ等を明らかにして、アマチュア

無線関係者の理解を得るよう努めることが望ましいと考

えます。また、実証実験にアマチュア無線関係者の協

力が必要な場合には、日本アマチュア無線連盟の協力

を求めることが適当と考えます。 

提出された意見 

（３－３（２）⑦ 今後の新たなスペクトルを利用する伝送

方式の扱い（p.17）） 

p18（２）保護される伝送方式?今後の新たなスペクトラム

を利用する伝送方式の扱いの中で「2.2MHzまでを使用

する ADSL 方式からのアマチュア無線システムに対する

干渉の対策としては、ITU-T 勧告に従い、1.81M～

2MHz の周波数帯については DSL 伝送方式のスペクト

ルを-80dBm/Hz 以下に低減することにより対応し、アマ

チュア無線システムに対する干渉を及ぼさないよう配慮

していくべきである」とあるが、この点について、次の点

を要求したい。 

アマチュア無線に対する干渉の有無は、日本の実環境

において実験して、はじめて判断できます。諸外国とは

電話線の架線状態（空中架線が多い）、人口密度が高

い、電線の平衡度など、諸条件が異なります。このため

-80dBm/Hz の値が適切か否かについては、我が国固

有の条件に鑑み、実環境において、DSL の漏洩電磁波

がアマチュア無線に対して干渉を及ぼさないか否か、

物理的実験を総務省主催で行い、判定するべその際

には(社)日本アマチュア無線連盟が実験に参加するこ

とを願い出ます。とりわけアマチュア無線局は例えば中

波放送局に比べて極端に電力が低く（最大で 1kW、そ

の多くが 100W 以下）、微弱な信号どうしで海外と通信

するときはノイズの発生は通信を不能に至らしめます。 

さらに我が国では人口密度が高く電話線とアマチュア

無線局のアンテナの離隔距離が取れず、事実上、民家

と電話線が相当に近接していることが多いため、諸外国

に比べ格段に干渉の可能性が大きく、諸外国の保護値

の上限をそのまま適用するのは科学的とは云えません。

これらの理由から、実環境の電話線からの漏洩電磁波

がアマチュア無線局に与える影響について実証実験を

行うべきと考えます。我が国では DSL は急速かつ広汎

に普及することを踏まえ、既存の通信に影響がないこと

を十分に物理的に確認の上、商用に資するべきと思い

ます。なお、実環境実験は、総務省が主催し、実験費

用についても考慮いただきたい。その際、社団法人日

本アマチュア無線連盟を参加させていただきたい。また、

ＡＤＳＬは一度普及すれば我が国のほとんどの地域で

多数の人々が利用することを考えれば、当該短波帯で
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通信を行っている他の無線局の主体に対しても広く実

験への参加を募り、電話線からの漏洩電磁波の影響の

有無を実証実験で慎重に確認する必要があります。 

（個人 28 名） 

委員会の考え方 

「1.81～2MHz の周波数帯については DSL 伝送方式

のスペクトルを-80dBm/Hz以下に低減する」措置は、地

中化されたケーブルだけを対象としているものではなく、

また、特定の地域等の条件のもとで定められたものでは

なく、ITU-T での検討のなかで、国際標準化されたも

のであり、我が国としても、その検討結果を尊重すべき

と考えます。一方、今後、新たなスペクトルを利用した

DSL 方式のサービスを提供する事業者は、実証実験

やフィールドデータ等を明らかにして、アマチュア無線

関係者の理解を得るよう努めることが望ましいと考えま

す。また、実証実験にアマチュア無線関係者の協力が

必要な場合には、日本アマチュア無線連盟の協力を求

めることが適当と考えます。 

提出された意見 

（３－３（２）⑦ 今後の新たなスペクトルを利用する伝送

方式の扱い（p.17）） 

ITU-T 勧告案による基準として「1.81～2MHz の周波数

帯にて-80dBm/Hz」と言う数値が示されていますが、こ

の値はどのような機器構成で何を測定し、どのように評

価した結果なのか、その内容をご教示下さい。この値は

どこから（モデムか電話線か）の漏れなのかにより、実際

の意味が異なってくるからです。 

アマチュア無線の受信信号レベルは非常に弱く、ほと

んどノイズレベルと同じ程度の場合が多いのが、この

1.8 メガ帯の特徴です。従ってかなり微弱な電波の漏洩

でも、多大な影響が出ることを懸念しています。 

どの程度の影響を及ぼすものなのかを、実際のアマチ

ュア無線機と標準的なアンテナを用いて、且つ伝送路

（電話線）も空中に張って実験することを希望致します。 

PLC（電力線搬送）の時のように関係者立会いの上、公

開実験にて確認して頂きたいと考えます。アマチュア無

線側からは、日本アマチュア無線連盟関係者の立会い

が適当と考えます。 

（個人） 

委員会の考え方 

ADSL に関する ITU-T 勧告で定める「1.81～2MHz の

周波数帯にて-80dBm/Hz」とする措置は、局舎側の

DSLAM から送出される信号に対する基準となっていま

す。一方、局舎から架空の通信ケーブルまで、数 100m

～1km 程度が地中化されており、実際の架空ケーブル

での信号の強さはさらに減衰したものとなります。 

したがって、ITU-T 勧告に従い、「1.81～2MHz の周波

数帯については DSL 伝送方式のスペクトルを－

80dBm/Hz 以下に低減すること」を行うことに加えて、

実際のフィールド上では、さらに漏えいの影響は小さい

ものと考えます。一方、今後、新たなスペクトルを利用し

た DSL 方式のサービスを提供する事業者は、実証実

験やフィールドデータ等を明らかにして、アマチュア無

線関係者の理解を得るよう努めることが望ましいと考え

ます。また、実証実験にアマチュア無線関係者の協力

が必要な場合には、日本アマチュア無線連盟の協力を

求めることが適当と考えます 

提出された意見 

（３－３（２）⑦ 今後の新たなスペクトルを利用する伝送

方式の扱い（p.17）） 

日本における電話線の環境は、空中配線が主体になっ

ているため、諸外国の基準をそのまま当てはめるのは

無理があると思います。 

-80dBm/Hz と言う値は、地下埋設の電話線であれば問

題は少ないでしょうが、1.81MHz～2MHz という周波数

における現状の空中配線では、電話線自体が十分空

中線の機能を有し、既存の無線設備に対し、受信障害

を与えることが容易に想像出来ます。 

電話線では高周波に対し、平衡度が保てないからで

す。 

電話線の形状によっては利得を有する空中線となり得

ますし、複数ヶ所からの合成電界においては更に大き

な値になる可能性もあり、それらの値は近隣の標準的な

アマチュア無線局の空中線及び受信装置に対し、多大

なる干渉となります。日本における環境の違いを鑑み、

独自の基準を設けるべきと考えます。 

このような基準値作りには、大がかりな実験が必要となり

ます。この実験を高速 DSL 推進派に任せることは、短波

帯 PLC の例のとおり科学的な要素以外の思惑が刷り込

まれる可能性があり、妙案とは思えません。実験の際に

は干渉により被害を被る可能性のあるアマチュア無線

側から、社団法人日本アマチュア無線連盟の参加を強

く望みます。 

（個人） 

委員会の考え方 

「1.81～2MHz の周波数帯については DSL 伝送方式

のスペクトルを－80dBm/Hz 以下に低減する」措置は、

地中化されたケーブルだけを対象としているものではな

く、また、特定の地域等の条件のもとで定められたもの

ではなく、ITU-T での検討のなかで、国際標準化され

たものであり、我が国としても、その検討結果を尊重す

るべきと考えます。また、ADSL に関する ITU-T 勧告で

定める「1.81～2MHz の周波数帯にて-80dBm/Hz」と

する措置は、局舎側の DSLAM から送出される信号に

対する基準であり、一方、局舎から架空の通信ケーブ

ルまで、数 100m～1km 程度が地中化されており、日本

の電話線の環境を踏まえれば、実際の架空ケーブルで

の信号の強さはさらに減衰したものとなります。 

したがって、ITU-T 勧告に従い、「1.81～2MHz の周波

数帯については DSL 伝送方式のスペクトルを－

80dBm/Hz 以下に低減すること」を行うことに加えて、

実際のフィールド上では、さらに漏えいの影響は小さい

ものと考えます。一方、今後、新たなスペクトルを利用し

た DSL 方式のサービスを提供する事業者は、実証実

験やフィールドデータ等を明らかにして、アマチュア無

線関係者の理解を得るよう努めることが望ましいと考え

ます。また、実証実験にアマチュア無線関係者の協力

が必要な場合には、日本アマチュア無線連盟の協力を

求めることが適当と考えます。 

提出された意見 

（３－３（２）⑦ 今後の新たなスペクトルを利用する伝送

方式の扱い（p.17）） 
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電話線はそもそも MHz オーダーの高周波信号を伝送

するようには作られておりません。このような不完全な伝

送線路からの高周波信号の空間への輻射は使用周波

数が高くなるにつれて大きくなる可能性が大きいと思え

ます。1.81M～2MHz の周波数帯について、DSL 伝送

方式のスペクトルを-80dBm/Hz 以下に低減するだけで

は、実際にアマチュア無線局が受ける妨害がどの程度

になるかわかりません。特にアマチュア無線局は業務用

の無線局とは異なり、微弱な電波を受信することが多く、

妨害波は交信を出来なくなる可能性が十分にあります。 

規格を決められる関係機関殿におかれましては、実際

のフィールドテストによって問題点の抽出をはかり、問

題の生じない規格を決められることをお願いします。な

おフィールドテストには当該アマチュアバンドでの運用

経験の豊富なアマチュア無線家の参加をお願します。 

（個人） 

委員会の考え方 

ご意見のとおり、ADSL で利用するメタルケーブルにつ

いては、本来 ADSL を伝送するためのものではありませ

んが、実際の通信ケーブルの平衡度については、周波

数が高くなると下がる傾向にはありますが、10MHz 程

度までは大きく変わるものではありません。 

一方、今後、新たなスペクトルを利用した DSL 方式の

サービスを提供する事業者は、実証実験やフィールド

データ等を明らかにして、アマチュア無線関係者の理

解を得るよう努めることが望ましいと考えます。 

また、実証実験にアマチュア無線関係者の協力が必要

な場合には、日本アマチュア無線連盟の協力を求める

ことが適当と考えます。 

提出された意見 

（３－３（２）⑦ 今後の新たなスペクトルを利用する伝送

方式の扱い（p.17）） 

隣接する伝送線路内における干渉や漏話等への配慮

はもちろんですが、伝送周波数が高くなるにつれ伝送

線路からの漏洩が大きくなり空間に放射される高周波

が電波の受信障害を引き起こして既存の無線通信や放

送の受信に影響を与えることになります。DSL サービス

で使用されるメタル回線は報告書（案）p.4 で記載がある

ように本来 4kHz までの伝送を想定しており、それより高

い周波数では本来要求されるべき平衡度が確保できず

にメタル回線が一種の漏洩ケーブルとして動作し、漏洩

した高周波の多くは空間に放射されてしまいます。スペ

クトル管理の手法としては空間への放射レベルを含め

てどこまでがその許容限界であるかをあらゆる方向から

検証して基準を策定する必要があると考えます。 

p.18 には 2.2MHz までを使用する ADSL から 1.8MHz

帯のアマチュア無線に対する干渉の対策として具体的

に「1.81M～2MHz の周波数帯については DSL 伝送方

式からのスペクトルを-80dBm/Hz に低減することにより

対応」すると記載があります。しかしながらこの周波数帯

及び数値が適切であるかどうかを検討するにあたって

は、実際の使用環境においてこのレベルのスペクトルが

どの程度空間に放射されるかを慎重に検証して既存の

無線通信に干渉を与えないレベルであることを確認す

る必要があると考えます。また諸外国における標準規格

を取り入れる場合には我が国における実使用環境を踏

まえた上で充分に検証し、その標準規格を取り入れる

のかまたはそれより厳しい我が国の独自規格とするのか

を議論する必要があると考えます。 

（個人） 

委員会の考え方 

DSL サービスに使用するメタルケーブル等の有線電気

通信設備については、ケーブルからの漏えいによって、

他の電気通信設備に影響を与えないよう、有線電気通

信法に基づく有線電気通信設備令のなかで、通信回

線の平衡度、線路の電圧、通信回線の電力の基準が

定められています。このため、電気通信事業者は、ケー

ブルからの漏えいを防止するために、これらの基準を遵

守し、ケーブルの漏えいの予防を行っており、新たなス

ペクトルを利用する場合には、この基準を遵守すべきと

考えます。また、アマチュア無線の関係者が求めている

ITU-R 勧告に定めるような「静穏な田園地帯」のノイズレ

ベル以下になるように、ITU-T 勧告に従い、「1.81～

2MHz の周波数帯については DSL 伝送方式のスペクト

ルを－80dBm/Hz 以下に低減する」措置を予め行うこと

としているものです。また、ITU-T 勧告の措置について

は、単に米国だけの措置として認められたものではなく、

既に VDSL で実装されて利用されているほか、米国の

アマチュア無線関係の団体である ARRL についても検

証されたうえで、国際勧告とされた措置であり、当該周

波数帯のアマチュア無線に対する干渉を予防する対策

として、技術的に妥当なものとして国際的に認められて

いるものと考えます。 

提出された意見 

（３－３（２）⑦ 今後の新たなスペクトルを利用する伝送

方式の扱い（p.17）） 

ここに提示されている、－80dBm／Hz のレベルが日本

国内の現状において、アマチュア無線局への干渉が無

いかは、実環境においての調査、実験を行って欲しい

と思います。また、それらの調査、実験には公募等によ

り、アマチュア無線局からの参加も可能なようにしてい

ただきと思います。そして、その結果については公表し

て、より多くの関係する人達の意見を聞くべきだと思い

ます。 

（個人） 

「DSLスペクトル管理の基本的要件（案）」において、「新

たなスペクトルを利用する伝送方式のサービス」に対す

る「メタルケーブルを用いる伝送方式以外のシステムで、

同じ周波数帯を利用するために相互に干渉を与えるお

それのある他のシステムへの影響」を算定する手段とし

て、「ITU-T 勧告案に従い、1.81M ～2MHz の周波数

帯 に つ い て は DSL 伝 送 方 式 の ス ペ ク ト ル を - 

80dBm/Hz 以下に低減することにより対応」としているが、

ここで示すべき目標値は、実態調査を行った上で提示

すべきと考える。 

（個人） 

委員会の考え方 

有線電気通信法に基づく有線電気通信設備令のなか

で定められた、通信回線の平衡度、線路の電圧、通信

回線の電力の基準及び ITU-T 勧告に定める「1.81～

2MHz の周波数帯については DSL 伝送方式のスペクト

ルを－80dBm/Hz 以下に低減する」措置を行う場合に

は、サービス開始前に必ずしも、実証実験による検証を
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必須とするものではありませんが、新たなスペクトルを利

用した DSL 方式のサービスを提供する事業者は、実証

実験やフィールドデータ等を明らかにして、アマチュア

無線関係者の理解を得るよう努めることが望ましいと考

えます。また、実証実験にアマチュア無線関係者の協

力が必要な場合には、日本アマチュア無線連盟の協力

を求めることが適当と考えます。 

提出された意見 

（３－３（２）⑦ 今後の新たなスペクトルを利用する伝送

方式の扱い（p.17）） 

ADSL のサービスを開始した場合においても、現実の

フィールドでは様々な要因が考えられ、アマチュア無線

に与える影響が発生することが考えられることから、アマ

チュア無線に対する干渉が生じた場合は、連絡窓口を

明確にしていただき、干渉の影響の調査及び防止のた

めに必要な措置を直ちに講ずるよう、DSL 事業者及び

総務省に申し添えます。 

（日本アマチュア無線連盟） 

もし実環境において DSL からの漏洩電磁波によりアマ

チュア局へ受信障害が発生す提出されたる場合には、

モデムの出力を障害が及ばないレベルまで低減するな

どの具体的な干渉防止措置を総務省の責において講

じてください。 

（個人 52 名） 

漏洩電磁波がアマチュア無線局に影響を与えることが

万が一判明したときは、モデムの出力低減（現在の案で

も-80dbm/Hz ではなく、-80dBm/Hz”以下”である）など

具体的な DSL のアマチュア無線局への干渉防止措置

を総務省の責において実施していただきたい。 

（個人 28 名） 

○ アマチュア無線だけを取り上げているが、他の放送

等への影響・干渉も調査すべきである。 

○ アマチュア無線への影響・干渉は、日本の実状に沿

った実験によって確認すべきである。-80dBm/Hz の具

体的、物理的根拠が見あたらない。 

従って、総務省の責任において、以下のことを実施する

ことを要請する： 

（１）放送事業者などの関連事業者が参加した、影響・

干渉の有無の実験の実施。 

（２）上記（１）の結果を踏まえた防止策の実施、または、

実施の義務化（「配慮」でなく義務化）。 

（３）アマチュア無線の団体（社団法人日本アマチュア

無線連盟など）が参加した、影響・干渉の有無の実験の

実施。 

（４）上記（３）の結果を踏まえた防止策の実施、または、

実施の義務化（「配慮」でなく義務化）。 

（個人） 

委員会の考え方 

有線電気通信法に基づく有線電気通信設備令のなか

で定められた、通信回線の平衡度、線路の電圧、通信

回線の電力の基準及び ITU-T 勧告に定める「1.81～

2MHz の周波数帯については DSL 伝送方式のスペクト

ルを-80dBm/Hz 以下に低減する」措置を講ずることに

よって、アマチュア無線に対する干渉は予防できるもの

と考えておりますが、ご意見のとおり、様々な要因によっ

て、フィールド上では予期されないような状況が生じる

可能性はあることから、万一、アマチュア無線に対する

干渉の影響を与えるような事態が生じたときは、影響を

与えた DSL サービスを提供する事業者が適切な措置

を講ずるべきと考えます。なお、電波法第 82 条を準用

する第 101 条では、無線設備以外の設備が副次的に

発する電波等が無線設備に継続的かつ重大な障害を

与えるときは、総務大臣は障害の除去のための必要な

措置をとることを命令ずることができる等が定められてい

ます。 

提出された意見 

（３－３（２）⑦ 今後の新たなスペクトルを利用する伝送

方式の扱い（p.17）） 

もし実環境において DSL からの漏洩電磁波によりアマ

チュア局へ受信障害が発生する場合には、モデムの出

力を障害が及ばないレベルまで低減するなどの具体的

な干渉防止措置を総務省の責において講じてください。

尚、該当する周波数帯には、船舶関係の業務用の無線

局も使用していることをご配慮願いたい。又、中波放送

に対する影響も予想されるので、この点についてもご配

慮をお願いしたい。 

（個人） 

DSL の電話線から放出される不要輻射電波としての高

調波は、特に、伝送速度が高速となる電話局周辺で最

も強力になると予想される。 

このため、超高感度の高速フーリエ変換による流星電

波観測には、当該観測を不可能に至らしめる重大な受

信障害を発生させることが大きく懸念される。 

また、長波を利用する軍用通信、中波放送、短波海外

放送の受信障害がさらに深刻化し、防災放送受信への

悪影響も想定される。 

（個人） 

委員会の考え方 

新たなスペクトルを利用する DSL 方式を導入する場合

には、アマチュア無線以外のシステムに対する影響にも

配慮することが必要と考えております。 

既に ITU-T で勧告化されている 2.2MHz までの周波

数を利用する方式について、アマチュア無線局につい

ては、中波放送等に比べて極端に電力が低く微弱な電

波を送受信すること等から、ノイズレベルを ITU-R 勧告

で定める「静穏な田園地帯」に相当する水準とすること

を求めているのに対して、他のシステムについてはこの

ような低い雑音レベルでなくとも運用に支障がないシス

テムであり、特段のノイズ低減措置は必要がないと考え

ます。しかしながら、2.2MHz を超える周波数帯に利用

スペクトルを拡大する場合に、該当する周波数帯に特

に微弱な電波を送受信するシステムがある場合には、

対応する措置について個別に検討することが必要な場

合があると考えます。 

なお、電波法第 82 条を準用する第 101 条では、無線

設備以外の設備が副次的に発する電波等が無線設備

に継続的かつ重大な障害を与えるときは、総務大臣は

障害の除去のための必要な措置をとることを命令ずるこ

とができる等が定められています。 

提出された意見 

（３－３（２）⑦ 今後の新たなスペクトルを利用する伝送

方式の扱い（p.17）） 

1.9MHz バンドはノイズとの戦いで海外の超微弱信号を
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ノイズの中から拾い上げて交信するのが常です。アンテ

ナは、波長が長いのでどうしても電灯線の近くに張らな

ければなりません。 

現在でも原因不明のノイズが時折発生しておりその対

策に頭を痛めております。 

ADSL の電送レベルが-80dBm/Hz の値が保護値として

適切か否かは、実環境で実証実験で確認する必要が

あります。しかしながら今の環境が悪くなることは有って

も良くなる事は、無いと思います。特に電灯線はシール

ドしてある訳でも無くいくら-80dBm/Hz でも 2.2MHZ の

周波数では、電灯線から放出されノイズとして発生し海

外の超微弱電波の妨げになります。 

（個人） 

ITU-T 勧告に従い、1.81M～2MHz の周波数帯につ

いては DSL 伝送方式のスペクトルを-80dBm/Hz 以下

に低減することにより対応し、アマチュア無線システムに

対する干渉を及ぼさないよう配慮していくべきであるが、

推進にあたり、電気架線の 100%地中化及び電気コンセ

ントを 3 極として建築物からアースをとることを義務化す

べきである。 

（個人） 

ブロードバンドの効率を上げる目的で、全国津津浦々

に張り巡らされた電力線に現在規制されている周波数

以上の高周波電流を重ねることは、各種無線通信に致

命的な雑音障害を与える恐れがあり慎重に取り組む必

要があります。くれぐれも規制緩和の美名の下、性急な

決定を行ってはなりません。 

（個人） 

委員会の考え方 

本報告書（案）は、メタリック通信ケーブルを利用する

DSL について検討したものであり、電灯線（電力線）を

利用した通信システムを対象としたものではありませ

ん。 

 

ＪＡ１の呼出符号が再割当て開始 

 １エリア（関東総合通信局管内）では、６月 20 日か

らＪＡ１プリフィックスの３文字サフィックスのコールサイ

ンの再割り当てが始まりました。 

関東管内アマチュア局識別信号付与状況 

６月２０日現在 

個人局 JA1AAG 

 

阪神甲子園球場観戦ツアー 

7 月 20 日対広島戦のナイトゲームの観戦申込み

は締切りました。 

チケットのお渡しは当日に球場の入場門で行ない

ます。入場門につき次第に携帯（長澤）まで有線をし

て下さい。おりかえしチケットを持って入場口に向い

ます。 

なお、入場口は１塁側 1 号門になっています。 

球場の詳細はこちらのＨＰからみられます。 

http://www.hanshin.co.jp/koshien/ 

談）参加者が 60 人を超える勢いに少し戸惑いまし

たが、無事にチケットも確保でき一安心しており

ます。また 800 円で一塁アルプス席が確保できる

機会がありましたら催したいと思っております。

今回、こられなかった方は次回にお越しください。  

De JJ3UXN 

 

ＩＣ運転免許証を公開 

警察庁は１２日、２００４年度から新たに導入するＩＣカ

ード型運転免許証を

公開した。 

 現行の免許証と見た

目は変わらないが、内

蔵された集積回路（Ｉ

Ｃ）に免許証に記載さ

れている氏名や生年

月日などの情報が記

録される。偽造防止に

役立ち、交通違反キッ

プの作成や更新時間

の短縮など利便性が

向上するという。 

 新免許証は大きさは現行と同じで、厚さが０．５ミリ

から０．７６ミリとわずかに増す。ＩＣの容量は半角英数

字で８０００字分を記録できる８キロバイト。保有者は

記録された内容を読むことができるが、免許証に情

報を入力できるのは公安委員会に限られる。 

 ０４年度以降、全国の警察本部にＩＣ免許作成機器

を整備して順次交付を始め、約１０年ですべての免

許証をＩＣ化する計画。将来的には、車の所有者の免

許証でしかエンジンがかからないようにするなどの利

用方法も可能になるという。 

 

奄美復帰５０年で記念硬貨 

財務省は１０日、鹿児島県の奄美群島が米国から

日本に復帰して５０周年を迎えるのを記念し、１１月に

額面１０００円の記念硬貨５万枚を発行すると発表し

た。 

 硬貨は青森県で開かれた冬季アジア大会の記

念銀貨（額面１０００円）に続き、日本では２度目の彩

色した銀貨（カラーコイン）。図柄は絶滅の恐れがあ

る国の天然記念物ルリカケスと、テッポウユリで赤、青、

緑など９色を用いた。裏面は奄美群島の地図をデザ

インした。 

 販売価格は８月ごろに決定する予定で、冬季ア

ジア大会の記念銀貨は６０００円だった。 

 奄美大島などからなる奄美群島は、第２次世界大

戦後に米国の統治下に入ったが、１９５３年１２月２５

日、日本に復帰した。 

 


