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高速電力線搬送通信 

高速電力線搬送通信と無線利用との共存条件案

に係る意見の募集  

 総務省では、平成１７年１月から「高速電力線搬送通

信に関する研究会」を開催しています。 

 今般、本研究会において、高速電力線搬送通信と無

線利用との共存条件案が取りまとめられました。 

 つきましては、この案について、平成１７年（２００５年）

１１月２１日（月）までの間、意見を募集しています。 

 共存条件案「高速電力線搬送通信と無線利用と

の共存について(案)」の概要 

１ 対象とする高速電力線搬送通信の利用形態 

 屋内配電線を用いた高速電力線搬送通信 

２ 許容値導出の考え方 

 多くの無線局等の受信性能が周囲雑音によって制限

されていることから、高速電力線搬送通信設備からの漏

えい電波が周囲雑音以下となるよう、漏えい電波の距

離減衰特性や建築物の遮蔽効果を考慮し、漏えい電

波の発生要因である高速電力線搬送通信のコモンモ

ード電流※の許容値を導出した。 

※コモンモード電流：電力線のような二本線に高周波信

号を流したときに流れる電流には、二本線を往復に流

れる（逆相）成分と同一方向に流れる（同相）成分がある。

このうち、同一方向に流れる電流成分をコモンモード電

流という。 

３ 許容値及び測定法 

  高速電力線搬送通信のコモンモード電流の許容値

及び測定法を次の表のとおりとする。 

表 コモンモード電流の許容値及び測定法  

周波数

(MHz) 

準尖頭値(dB

μA) 

平均値(dB

μA) 許容

値 
2 ～ 30 30 20 

測定

法 

インピーダンス安定化回路(ISN)を使用 

縦電圧変換損(LCL)：16dB  

コモンモードインピーダンス(CMZ):25Ω 

・許容値は、パソコン等の情報技術装置に適用される国

際規格 CISPR22 の許容値と同等。  

・LCL については、我が国の建築物における配電線の特

性を反映させるため、62の建築物において測定した約10

万件のデータの 99%値とした。  

 

 ********** 意見提出要領 **********  

 

１ 意見募集対象 

 「高速電力線搬送通信と無線利用との共存について

（案）」(PDF) 

２ 資料入手方法 

  意見募集対象については、末尾の連絡先窓口にお

いて閲覧に供するとともに、準備が整い次第、総務省ホ

ームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄

及び電子政府の総合窓口[ｅ－Ｇoｖ] 

（http://www.e-gov.go.jp）の「パブリックコメント」欄に掲

載されます。 

 ３ 意見の提出方法 

  意見書鑑に必要事項（氏名及び住所（法人又は団

体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の

所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレ

ス））を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれか

の方法により提出してください。 

 なお、提出意見は、日本語で記入してください。 

(１) 郵送する場合 

 〒１００－８９２６東京都千代田区霞が関２－１－２

総務省総合通信基盤局電波部電波環境課 あて 

  併せて、意見の内容を保存した磁気ディスクを

添えて提出いただくようお願いする場合がありま

す。その場合の磁気ディスク等の条件は、次のとお

りです。 

○ 磁気ディスク：３.５インチ、２ＨＤ 

○ フォーマット形式：１.４４ＭＢのＭＳ－ＤＯＳフォ

ーマット 

○ ファイル形式：テキストファイル、マイクロソフト

社Ｗｏｒｄファイル又はジャストシステム社一太



 2005 年 11 月 01 日 発行 第 05 号   通刊 230 号  毎月 1 日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                        Page２ 

○ 磁気ディスクには、提出者の氏名、提出日、フ

ァイル名を記載したラベルを貼付してくださ

い。 

  なお、送付いただいた磁気ディスクについて

は、返却できませんのであらかじめ御了承願いま

す。 

(２) ＦＡＸを利用する場合 

ＦＡＸ番号：０３－５２５３－５９１４ 総務省総合通信

基盤局電波部電波環境課 あて 

 ※担当に電話連絡後、送付してください。 

 なお、別途、電子データによる送付をお願いする

場合があります。 

(３) 電子メールを利用する場合 

電子メールアドレス： densyo@soumu.go.jp 

総務省総合通信基盤局電波部電波環境課 あて 

※ メールの件名に、「意見の提出」、という語を含

むようにお願いします。 

※ メールに直接意見の内容を書き込むか、添付

ファイル（ファイル形式はテキストファイル、マ

イクロソフト社Ｗｏｒｄファイル又はジャストシス

テム社一太郎ファイル（他のファイル形式とす

る場合は、担当までお問合せください。））とし

て提出してください。 

 なお、電子メールの受取可能最大容量は、５ＭＢ

となっていますので、それを超える場合は、ファイル

を分割するなどした上で提出してください。 

４ 意見提出期限 

 平成１７年１１月２１日（月）午後５時（必着）（ただし、郵

送については、平成１７年１１月２１日（月）付けの消印ま

で有効とします。） 

５ 留意事項 

 意見が１０００字を超える場合、その内容の要旨を添付

してください。 

 提出されました意見は、電子政府の総合窓口[ｅ－Ｇｏ

ｖ]パブリックコメント・意見募集案内 

（http://www.e-gov.go.jp）の「パブリックコメント欄」に掲

載するほか、総務省総合通信基盤局電波部電波環境

課にて配布します。 

 なお、意見を提出された方の氏名（法人等にあっては

その名称）やその他属性に関する情報は公表する場合

があります。また、意見に対する個別の回答はいたしか

ねますので、あらかじめ御了承ください。 

 

コンセントでネット接続、来秋にも実用化

…総務省合意 

 電気コンセントにジャックを差し込むだけで高速インタ

ーネット通信ができる「高速電力線通信」が２００６年秋

にも実用化される見通しとなった。 

 総務省の研究会が４日、アマチュア無線などに影響を

与えないように、電線から漏れる電磁波の規制値を設け

ることで大筋合意したためだ。電力会社や電機メーカー

が開発を競っており、新たなブロードバンド（高速大容

量通信）の担い手として注目される。 

 高速電力線通信は、家庭内の電力線に、電気とは別

に周波数２～３０メガ・ヘルツの情報信号を流し、電話線

と同じように使う。パソコンを専用のモデムを通じてコン

セントにつなげば、毎秒数メガ・ビットから数百メガ・ビッ

トの高速通信が可能となる。モデム内蔵のビデオデッキ

やエアコンが開発されれば、外出先から番組を録画予

約したり、冷房のスイッチを入れたりもできる。 

 ただ、電力線に高周波の信号を流すと電磁波が漏れ

出し、同じ周波数帯の短波放送やアマチュア無線に雑

音が入ることもあり、短波局などが強く反対していた。こ

のため、研究会は、ほとんどの家庭での雑音が、現在パ

ソコンなどから出ている電子雑音以下になるよう、総務

省令で義務づけることにした。 

 情報通信審議会（総務相の諮問機関）などの答申を

経て、０６年中にも最初のモデムが市場に出る見込みだ。

高速電力線通信は米国など海外の一部で実用化して

いるが、明確な規制値が示されたのは今回が初めてで、

国際標準になる可能性もある。 

 

松下、高速電灯線通信用モジュールと LSI

の量産を開始。CEATEC でデモを公開(RBB TOD

AY) 

 松下電器産業は、有明にある同社施設「パナソニック

センター」において記者発表会を開催し、29 日、松下電

器産業とパナソニックコミュニケーションズが開発した高

速電灯線通信（HD-PLC）用のモジュールと LSI の量産

を開始すると発表した。 

（左）HD-PLC 専用 LSI「MN1A92080L」、（右）HD-PLC

モジュールとケース  

 同製品は、既存の宅内電灯線をホームネットワークと

して利用することを可能とするもの。同モジュールをコン

セントに接続するだけでイーサネットと PLC の変換が行

えるため、宅内にネットワークケーブルを引き回すことな

く高速なホームネットワークが構築できる。 

ほかの機器に影響を与えずに 170Mbps の高速

伝送 

 発表された HD-PLC 専用 LSI は「MN1A92080L」で、

同社独自の技術である「Wavelet OFDM」を実装した P

HY 部と、データ伝送を制御する MAC 部、そして CPU

を 1 枚のチップに内蔵している。 

 同 LSI を利用したモジュールは、イーサネットコントロ

ーラを内蔵し、イーサネット／PLC ブリッジ機能を実現。

既存の宅内電灯線で最大 170Mbps（PHY 速度）の高速
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伝送を実現する。MAC 速度でも 90Mbps 程度の実効速

度が出るとのことなので、100BASE-TX と比べてもまっ

たく遜色がない。 

 また同モジュールには、宅内で利用される機器への混

信を避けるフレキシブルノッチを搭載し、最大 35db まで

制御可能な帯域除去フィルタで既存システムへの影響

を除去する。電灯線に乗るノイズ耐性も強いのが特長

だ。 

 さらに、伝送には 128 ビット AES 暗号方式を採用し、

高度な情報セキュリティも実現している。 

 同モジュールと LSI は 2005 年度中に量産を開始。モ

ジュールは 2005 年 12 月から、LSI は 2006 年 4 月から、

それぞれサンプル出荷を開始する。 

 なお、HD-PLC の評価用ボードとソフトウェアはすでに

8 月から米国と欧州に出荷しており、現在、各種の検証

を行っている。 

幕張でのデモ自体が HD-PLC の実証実験 

 発表会では、10 月 4 日から 8 日まで幕張メッセにおい

て開催される「CEATEC JAPAN 2005」で同社が展示を

予定しているデモも公開された。デモでは 24Mbps のハ

イビジョン映像を 3 本同時にリアルタイムに再生して見

せた。 

 幕張では、PLC としては初めて公の場で、トリプルプレ

イ・サービス（音声／映像／データの 3 種を同一のネット

ワークで提供すること）をデモすることになるという。 

 同モジュールは電力線上の周波数帯域 2MHz～30M

Hz 帯を利用する。現在、欧州や米国ではこの周波数帯

域の利用が認められているものの、日本では技術開発

の目的にしか認められていない（同社は、日本における

この周波数帯の規制緩和を来秋頃と予測している）。今

回は、CEATEC を公開実証実験の場として、総務省に

実験許可申請を提出している。 

 CEATEC 会場では、モジュールの発するノイズ累積効

果や、他のノイズ源からの被干渉についての検証や、

既存無線局への影響の可否と有効性を確認するとい

う。 

 CEATEC 会場では、各社の新製品のプロトタイプも数

多く展示されるはずである。もしかすると、まだ電源ノイ

ズ対策の施されていない製品も出品され、同じ電源ライ

ンに接続されているかもしれず、検証の場として申し分

ないという。 

 CEATEC 会場のような過酷な環境下でもノイズの被干

渉が無く高速性が証明されるかどうかは注目のポイント

である。CEATEC に出かける人は、ぜひ自分の目で確

かめてほしい。 

 

日本郵政公社の民営化 

 日本郵政公社が 2007 年 10 月に民営化されると、 

郵便局はどう変わるのだろうか。14 日に可決・成立した

郵政民営化関連法などをもとに、民営化のポイントを

「郵便」 「貯金・保険」「窓口サービス」の 3 分野ごとにま

とめた。 

郵便 手紙・はがきは今のまま 

◆手紙・はがき 

 定型の手紙（封書）は 80 円（25 ㌘以下）、通常はがき

は 50 円、往復はがきは 100 円で、全国どこにでも郵送

できる。郵便は、なるベく安く、全国一律のサービスをす

るよう義務づけられているためで、07 年 10 月の民営化

以降も、その点は変わらない。 

 郵便書留や、お年玉付き年賀はがきといったサービス

も継続される。 

 郵便料金の決め方は、民営化で変わる。現在は総務

相の認可が必要だが、民営化後は総務相への事前届

け出制になる。料金を自由に決めやすくなるが、省令で

料金の上限は決められており、極端な値上げなどには

歯止めがかかっている。 

◆3 種と 4 種 

新聞などの定期刊行物などの「第 3 種郵便」と、視党障

害者用の点字・録音、学術雑誌などの「第 4 種郵便」は、

公共性が高いため、民営化後も取り扱いが義務づけら

れる。料金は、一般

の郵便より安くする

点も踏襲された。内

容証明郵便や特別

送達も、郵便事業会

社の業務として法律

に明記されている。 

 ただ、内容証明な

どは現在、公務員だ

けが扱えると法律で

決まっている。この

ため民営化後は、

特定郵便局長など

の一部管理者を対

象とした新たな国家

資格「郵便認証司」

が設けられ、信頼性

を確保する。 

◆小包 

 小包は、規制の多い「郵便」として取り扱われてきたが、

民営化に伴って、管轄がこれまでの総務省から国土交

通省に移り、民間の宅配便と同じ扱いとなる。 

 最大手のヤマト運輸をはじめ、民間の宅配事業が充

実しているためで、手紙・はがきと違って、全国一律の

サービスを提供する義務はなくなる。 

 小包は、不採算地域での値上げや撤退が出来るよう

になるが、民間業者も赤字覚悟で全国集配網を維持し

ていることを考えれば、実際に郵便小包が撤退などに

踏み切る可能性は低いとみられる。料金も、一段と自由

に決められるようになるため、民間との競争が促されると

期待されている。 

◆物流 

 民営化法の成立で、日本郵政公社はまず、民営化前

の 06 年 4 月以降に、国際物流事業に進出できるように

なった。06 年 4 月から既存の物流事業者と提携して、参

入することになりそう。 

 これは主に企業向けのサービスで、日本企業が国内

の工場で生産した部品や商品などを、海外の工場や支

社に輸送するといった業務が想定されている。 

 07 年 10 月の民営化後は、段階的に国内の物流事業
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にも進出できる見通しで、民間業者にとって強力なライ

バルとなる可儀性もある頂 

窓口サービスコンビニ化に期待 

◆新規業務 

 郵便局の窓口では、切手の販売のほか、小包・書留

や郵便貯金、郵便保険の取り扱いなど、現在のサービ

スは引き続き行われる。民営化後も、郵便局は窓口事

務を郵便事業会社などから受託しているため、利用者

から見れば郵便局は変わらない。さらに、完全民営化に

向けて新規業務が認められ、地域の実情に応じた様々

なサービスを提供する「コンビニ化」が進むことも期待さ

れている。 

 具体的には、文房具や日用品、映画入場券の販売な

ど、いろいろなサービスが考えられている。民間銀行な

どの窓口事務を代行する可能性もある。規模の大きい

普通局では、住宅リフォームの仲介といった業務への参

入や、都市部では 24 時間営業も検討されている。 

 ただ、職員が数人しかいない地方の郵便局での新規

業務は難しいとみられ、どこまでサービスが多様化する

かはっきりしない。 

◆役所の仕事も 

一部の郵便局はすでに自治体から業務を受託してい

る。3 月末現在、全国 110 市町村の 396 郵便局が住民

票の写しや印鑑証明書などの証明書交付を代行し、バ

スの回数券販売なども 1012 郵便局で行われている。民

営化に伴って、住民サービスを向上させるために、こうし

た受託業務は一段と増えそうだ。 

 市町村合併が進んで、役所の出先機関が減っている

ため、郵便局は代行窓口として重要性が増している。海

外では、運転免許更新（ニュージーランド）などを郵便

局で扱うケースもある。 

◆都市部 

 東京や大阪、名古屋などの大都市部は小規模な特定

郵便局が多い。オフィス街では主要なビルには軒並み

郵便局が入っていて、赤字の局も少なくない。 

 都市郡でも、住宅地などは利便性の低下を避けるた

め、大幅な合理化は行われないとみられるが、過密地

帯では赤字局を中心に、統廃合が進みそうだ。JR 東京

駅前にある東京中央郵便局と、JR 大阪駅前の大阪中

央郵便局は、高層ビルに建て替えて、企業に貸し出す

ことが検討されている。 

◆地方 

 地方では郵便局が大きく減ることはなさそうだ。郵便局

以外に金融サービスがない過疎地域での統廃合が懸

念されたが、離島や山間部を含めた過疎地域の約 722

0 局は現状維持が省令に明記される。 

 地方では郵便物を収集・配達している特定郵便局も

多いが、効率が悪いとの指摘もある。1990 年ごろの約 4

000 か所から、現在は 3500 か所程度に減少しており、

効率化が進めば、無集配局に切り替わるところが増える

可能性が高い。ただ、利用者にとっては大きな影響はな

さそうだ。 

 

預金預金・保険 ローンなどにも進出へ 

 

◆政府保証 

 民営化で、郵便貯金と郵便保険（簡易保険）について

いた、払い戻しなどに関する政府保証はなくなり、預金

者と保険加入者を保護する仕組みは、民間の預金や保

険と同じになる。 

 現在の「貯金」は銀行法に基づく「預金」になる。民営

化後に預けた預金は、破たん時の払い戻し保証額は、

民間と同じ「元本 1000 万円とその利息まで」となる。郵

便保険（簡易保険）も、仮に郵便保険会社が破たんす

れば、保険金が一部カットされる恐れがある。 民営化

前に預けた定額貯金や、簡保の旧契約分は、満期まで

政府の全額保証が続く。ただし、通常貯金は民営化前

に預けた分であっても、民営化と同時に政府保証がなく

なる。 

◆限度額 

 郵貯銀行の預け入れ限度額と、郵便保険の加入保険

金限度額は当面、郵貯と簡保の限度額と同じ「1 人あた

り原則 1000 万円」で変わらない。 

 持ち株会社の日本郵政会社（民営化時は国の 100％

出資）は郵貯銀行株、郵便保険会社株を段階的に売却

していく。これに合わせて、限度額なども徐々に引き上

げられる予定だ。17 年 9 月末までに、持ち株会社が銀

行と保険の金融 2 社の株式をすべて手放して「完全民

営化」されると、限度額も民間の銀行や保険会社などと

同様になくなる。 

 限度額は、郵貯、郵便保険ともに、民営化前の旧契約

と、民営化後の新契約の合計額に適用されるので注意

が必要だ。 

◆ローンなど 

 郵貯の業務は、民営化後もしばらく、貯金の受け入れ

や決済、送金など現行のサービス内容に限られるが、

完全民営化までに、ローンなど融資業務にも進出を予

定している。 

 郵便局には融資の経験がないため、他の民間銀行と

一緒に企業に貸し出す協調融資で″慣らし運転″をし

てノウハウを学び、いずれ住宅ローンなどの個人向け融

資の取り扱いを始めることになりそうだ。開始時期は現

時点で未定だ。クレジットカード事業への参入も検討さ

れている。 

◆第 3 分野 

 郵便保険も、全体の約 8 割を占める貯蓄型の養老保

険を中心とした商品内容は当面、大きくは変わらないが、

郵貯銀行と同様に、取り扱いできる保険商品の幅は段

階的に広がっていく。 

 中でもニーズが高まっているのが、病気やけがに給付

金が支払われる「医療保険」や、がん治蝶を対象とした

「がん保険」など、生命保険と損害保険の中間に位置す

る「第 3 分野」の保険だ。 

 郵便保険会社が独自の保険商品を開発するのか、そ

れとも民間の保険会社の商品を扱うのかなどは未定だ

が、競争が激しい分野だけに、住宅ローンと同様に、民

間業界にも大きな影響を与えそうだ。 

 

 


