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電子申請手続きの簡素化 

平成２０年 4 月 1 日から、アマチュア無線局につい

て、ID・パスワードを利用した電子申請ができる

ようになりました。 

住基カード等の公的個人認証等の電子証明書を

利用した従来のシステムでは、Java Runtime Envir- 

onment のインストールや、IC カードリーダーの購入

やセットアップなど、電子申請に付随するさまざまな

煩雑な作業と手間がかかりました。 

しかしそれに比べて、今回新設されたこの電子申

請システムを操作してみますと、まだ改善の余地があ

る面倒な部分が一部残ってはいるようですが、かなり

操作系が改善されています。 

☆再免許申請手数料 3,050 円が、電子申請の場合

は 1,950 円で 1,100 円も安くなりました。 

ただし、申請に際しての免許状等の返信用封筒に

ついては、別途郵送する必要が有ります。（切手付き

返信封筒） 

 

（１）ID・パスワードを利用した電子申請・届出システム

のサイトは次のとおりです。 

「電子申請・届出システム LITE」 

http://www.denpa.soumu.go.jp/public2/index.html 

（２） ID・パスワード発行の流れは次のとおりです。 

「電子申請届出システム LITE」にアクセスし、 

①申請・届出ボタンをクリック、 

②新規ユーザ登録ボタンをクリック、 

③利用規約に同意の後、新規ユーザ登録を行ない

ます。 

新規ユーザ登録後、本人確認の審査を行ない、ID・

パスワードを発行されます。（約一週間後） 

（３）申請の流れは次のとおりです。 

「電子申請届出システム LITE」にアクセスし、 

①申請・届出ボタンをクリック、 

 

②届出申請のメニュー画面で、新たに入力する場合

は左側のボタンを、すでに電子申請をおこなって情

報をデータファイルとして保存してある場合は、真ん

中のボタンをクリック、 

③無線局事項書および工事設計書の画面で、申請

の内容によって、「開設」「再免許」「変更（訂正）」「予

備免許中の変更（訂正）」「廃止届」のボタンをクリッ

ク、 

④開設を選択した場合は、住所や免許番号など、ユ

ーザ登録の際に登録済みの項目は、「申請者情報」

のボタンをクリック、して ID・パスワードを入力すると、

自動入力します。 

⑤電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電

力はチェックボックスで選択、空中線電力については

個別に入力します。 

⑥工事設計書の部分で、編集のボタンをクリック、 

工事設計書の情報入力の画面で、発射可能な電波

の型式及び周波数の範囲欄は任意入力項目となりま

す 

⑦すべて入力完了後、申請手数料の確認画面で手

数料自動計算ボタンをクリック、 

※手数料を有する申請・届出をおこなった場合、申

請手数料はインターネットバンキングまたは ATM に

よる電子納付となります。 

トップページ 

 

システムを利用するには、まずユーザ登録をおこなう

必要があります。 
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ユーザ登録画面 

 

ID・パスワードの発行 

ID・パスワードはユーザ登録情報に基づき審査（本人

確認等）を行ないますので、ID・パスワードの発行・送

付には多少時間がかかります。 

発行された ID・パスワードはユーザ情報登録時に登

録した住所宛に郵送されます。 

 

ユーザ ID 通知書が届いたら、照会と変更のページに

入って。「パスワード変更」をしましょう。 

 

続く廃業 

クラニシさん、廃業 

株式会社クラニシは、平成 20 年 3 月 31 日をもって売

り上げ不振により営業の廃止をされることとなりまし

た。 

北辰産業さん、営業廃止。 

北辰産業株式会社は、平成 20 年 3 月 31 日をもって

売り上げ不振により営業の廃止をされることになりまし

た。 

「しおかぜ」への妨害電波 

総務省は、本日の早朝、特定失踪者問題調査会

(代表 荒木 和博）が運用する無線局「しおかぜ」と

ほぼ同一の周波数の電波が、北朝鮮から発射された

ことを確認しました。当該電波の運用が国際電気通

信連合（ＩＴＵ）の定める無線通信規則に違反すること

を示すデータがそろい次第、ＩＴＵに対して同規則違

反を通報する予定です。  

１経緯  

総務省は、特定失踪者問題調査会(代表 荒木 和

博）が平成２０年３月３０日（日）から「しおかぜ」の周波

数の変更を行ったことを踏まえ、同日から、関東総合

通信局（三浦電波監視センター）において、短波帯

電波監視システムによる監視を実施していたところで

す。 

この結果、平成２０年４月４日（金）午前５時２５分～

午前６時７分の間、「しおかぜ」とほぼ同一周波数の

電波が、北朝鮮から発射されたことを確認しました。  

２総務省の対応  

(1)総務省では、北朝鮮からの電波の運用が、ＩＴＵの

無線通信規則に定める識別信号の送出を行ってい

ない（注１）ことを示すデータがそろい次第、ＩＴＵを通

じて北朝鮮に対して同規則違反を通報する予定で

す。 

(2)北朝鮮から発射される電波が、朝鮮半島北部での

「しおかぜ」の受信に影響を与える懸念があることか

ら、引き続き関東総合通信局（三浦電波監視センタ

ー）において電波監視を実施して影響の把握に努め

るとともに、北朝鮮からの電波が「しおかぜ」の受信に

有害な混信を与えている場合には、無線通信規則に

のっとり、ＩＴＵに対して混信排除に向けた援助要請

(注２）を行う予定です。  

 

（注１）： 識別信号の送出 

無線通信規則（第１９条第 I 節）では、すべての伝送

に識別信号を伴わせることが義務付けられている（識

別信号は、混信が発生した場合にその混信源を容

易に特定するために義務付けられているもの。）。  

（注２）： 我が国は北朝鮮と外交関係がないため、ＩＴ

Ｕが定める規定に基づき、ＩＴＵへ問題解決に向けた

援助要請（無線通信規則第１３条第 I 節）を行うもの。  

 

無線局統計情報 

「無線局統計情報」は、電波法により定められた免許

又は登録を受けた無線局に関するデータから、無線

局数等について集計した統計情報です。 

アマチュア無線局 2 月 509,318 

 1 月 511,085 

先月よりも ｄｏｗｎ 1,767 局 
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地方局  総計 

総無線局数 509,318

北海道 
無線局数 45,275

比率(%) 8.9

東 北 
無線局数 50,508

比率(%) 9.9

関 東 
無線局数 135,569

比率(%) 26.6

信 越 
無線局数 22,331

比率(%) 4.4

北 陸 
無線局数 14,186

比率(%) 2.8

東 海 
無線局数 71,440

比率(%) 14.0

近 畿 
無線局数 61,532

比率(%) 12.1

中 国 
無線局数 36,620

比率(%) 7.2

四 国 
無線局数 22,583

比率(%) 4.4

九 州 
無線局数 46,723

比率(%) 9.2

沖 縄 
無線局数 2,551

比率(%) 0.5

 

ＰＬＣ認知度は 

3 月末から 4 月はじめにかけて PLC（電力線通信）

に関する発表が相次いだが、インターネットユーザー

はこの PLC をどれくらい知っているのだろうか。 

インターネットコムと goo リサーチが行った「パソコン

に関する調査」によると、PLC（電力線通信）の認知度

は 5 割程度であることがわかった。 

調査対象は、全国 10 代～60 代以上のインターネット

ユーザー1,098 人。男女比は男性 53.83％、女性

46.17％、年齢別は 10 代 17.76％、20 代 19.22％、30

代 15.76％、40 代 16.94％、50 代 18.21％、60 代以上

12.11％。 

まず調査対象全体に「あなたは『PLC』という言葉をご

存知ですか」との質問を行ったところ、「知らない」との

回答が最も多く 62.66％（688 人）。 

「詳しく知っている」（7.38％：81 人）「ある程度知って

い る 」 （ 12.66 ％ ： 139 人 ） 「 聞 い た こ と は あ る 」

（17.30％：190 人）をあわせた「PLC」という言葉を知っ

ているユーザーは 37.34％（410 人）となった。 

次に「PLC＝電力線通信」であることを説明した上で、

「あなたは電力線を使った通信技術『PLC』をご存知

ですか」との質問を行った。 

この質問でもやはり「知らなかった」との回答が最も多

くなっているが 48.27％（530 人）とやや減っている。 

「知っている」（25.50％：280 人）「聞いたことはある」

（26.23％：288 人）をあわせた「PLC（電力線通信）」を

知っているユーザーは 51.73％（568 人）となった。 

PLC という言葉の認知度は 4 割ほどであるが、電力

線を利用した通信技術の認知度は 5 割、2 人に 1 人

程度は知っているということになる。 

ちなみに、調査対象のうちパソコンを所有していない

10 人では、どちらの質問でも知らないというユーザー

が 9 人、聞いたことはあるが 1 人であった。 

最後に、家庭での普及状況を見てみよう。前問で「知

っている」「聞いたことはある」と回答した 568 人に、

「ご自宅で『PLC』を利用していますか」と尋ねたところ、

2.29％（13 人）が「利用している」と回答。 

認知度としては 5 割程度あるものの、まだまだ家庭へ

の普及は進んでいないようだ。 

 

道交法改正 

道交法改正６月１日施行 

後部席もシートベルト 

自転車で携帯、傘禁止 

 警察庁は２２日、自転車に関するルールなどをまと

めた「交通の方法に関する教則」（国家公安委員会

告示）の改正内容を公表した。走行中の携帯電話使

用や傘差し、ヘッドホン使用などは運転が不安定に

なるとして、やめるよう明記した。自転車に関する教

則の内容改正は３０年ぶり。６月施行の改正道交法

に合わせ見直した。 

 同庁は当初、保護者と幼児２人の「３人乗り」につい

ても現行の説明を修正し、禁止行為と明示する予定

だったが、保護者らの要望を踏まえて方針転換。安

定走行可能な自転車開発を前提に認める方向で検

討しており、修正を見送った。 

 携帯電話の使用や傘差しによる片手運転などは多

くの都道府県公安委員会規則で禁止（罰則・罰金５

万円以下）されており、教則でも走行上の注意として

記載した。 

 器具などで傘を固定するのは「不安定となったり視

野が妨げられたりして、危険な場合がある」とした。同

庁は「傘の固定自体は違反ではないが、歩行者が多

い場所などで走行すれば、指導・警告の対象になる

可能性がある」としている。 

 一方、政府は２２日、自動車の後部座席のシートベ

ルト着用を義務付ける改正道交法の施行日を６月１

日とし、高速道路での違反者には行政処分の点数１

点を科すなどとした政令を決めた。 

 一般道での違反に処分はない。妊娠中やけがなど

でシートベルトができない場合は免除となる。また７５

歳以上の高齢者には高齢者マーク（もみじマーク）を

表示することを義務付け、違反者には行政処分の点
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数１点と４０００円の反則金を科す。このほか１３歳未

満の児童や幼児が自転車に乗る場合は、ヘルメット

を着用させることが保護者の努力義務となる。 

Q： 

「交通の方法に関する教則」には、法的な拘束力は

あるのですか？教則に違反して通行している車両を

発見した場合、警察官にはどのような対応をとる権限

があるのでしょうか。  

A: 

教則は、道交法・同法施行令・同法施行規則・標識

令などに基づき作成されたものであるため、 

教則で指示されている内容のうち法的な権限に基づ

かない箇所は、非常に少ないと思います 

 

裏サイト監視 

裏サイト監視に追われる先生 イタチごっ

こで精神的に参る 

学校裏サイトで相次ぐ生徒中傷をチェックしようと、

サイバーパトロールを強める学校が増えている。とこ

ろが、サイトにパスワードがかかっていたり、サイトそ

のものがコロコロ変わったり。サイトへの削除依頼で

逆に教師が中傷されるケースもあり、学校側では対

応に苦慮している。 

・削除依頼の教師が中傷される 

ある横浜市立中学校の生徒指導担当の男性教諭

（43）は、学校や自宅で、学校裏サイトでの中傷を見

つけるサイバーパトロールをしている。同僚や他の学

校と連携しながらで、週に 1、2 回のペースだ。 

2008 年初めのある日のこと。男性教諭は、裏サイト

で中傷された生徒のため、サイトのスレッドに削除依

頼を書き込んだ。ところが、逆に自らがサイト上で中

傷されることになった。 

「何でこんなところに書いているのか」「意味ないだ

ろ」 

依頼は無視され、1 か月後になってやっと中傷の

書き込みが消えた。この男性教諭は、「生徒のことを

思って消したい一心なのに、どうしてこんなこと書くの

かな」とやり切れない気持ちを打ち明ける。 

こうしたサイバーパトロールは、横浜市立中学校で

は各校で自主的に行われている。同市教委によると、

各校で行われ始めたのは、06 年に入ったころから。

その年1月31日に、ある裏サイトに「喧嘩上等」と書き

込まれ、学校間で生徒同士がけんかを始めようとした

ことがあった。それが学校に伝わり、未然に防いだこ

とがきっかけで、サイバーパトロールしようとの機運に

なった。 

その後、教師が生徒の代理として削除依頼をサイ

ト管理人などに出すようになった。神奈川県警から 06

年 10 月 25 日、裏サイト対応マニュアルの配布を受け

たのがきっかけだ。そして、08 年 2 月の市教委調査

で、145 校の市立中学校のうち削除依頼の経験があ

ると答えたのは 47％に上った。 

ところが、前出の男性教諭のように、削除依頼した

教師が、逆にサイト上で中傷されるケースも出てきた

のだ。横浜市教委の小中学校教育課では、「生徒が

管理人をして、自ら先生への中傷を書き込む場合も

あるようです。削除依頼は、プロバイダー責任制限法

で規定がありますが、今後は教育長名などでも法的

に可能かどうか検討していきたい」と話す。 

・パスワードや ID 認証が必要な裏サイトも 

学校裏サイトでのいじめが社会問題化し、横浜市

立中学校のようなサイバーパトロールは全国的に広

がっている。しかし、裏サイトへの削除依頼ばかりで

なく、パトロールそのものも困難を極めているようなの

だ。 

三重県伊賀市教委では、2007 年 7 月から市立中

学校全 12 校で裏サイトのモニタリング事業を行って

いる。教師に認識を深めてもらい、取り組みを通じて

ネットいじめを抑止するのが狙いだ。07 年度は、2 校

を 1 組にして、2 校の教師が 1 か月交代で市教委提

供の携帯電話でサイトを毎日のようにチェックした。 

学校裏サイトには、学校名など特定される情報が

ほとんどない。そこで、提案者で「反差別・人権研究

所みえ」事務研究員の松村元樹さんから現在、24 の

アドレスを教えてもらっている。が、それでも困難が多

い。伊賀市教委の学校教育課では、「サイトの管理人

は、特定されるのを嫌って、サイトのアドレスをコロコロ

と変えるんですね。中傷される生徒も、個人名を特定

しにくくなっています。裏サイトは、知られると裏サイト

ではなくなりますからね」と嘆いた。 

巧妙に監視の目から逃れようとする裏サイトに悩まさ

れている。 

「パスワードや ID 認証が必要な SNS の形にしている

裏サイトが、結構多いんですよ。それも細分化して、

同じクラスなどの仲良しグループ 4、5 人でやっている

ケースが多いので、対応がしにくくなっています」 

最近は、見えにくい裏サイトを発見・監視するサー

ビスをしているガイアックスといった民間会社に委託

するケースが見られる。また、「全国 web カウンセリン

グ協議会」では、08 年 4 月から、裏サイト発見や書き

込み削除の方法を教師に教える講座を始めた。 

「ネットいじめも、学校現場での人間関係の崩れが

出発点です。『苦しい思いをしてんのに、あんな先生

じゃいやや』と明かす子も多い。先生もまず子どもた

ちとの信頼関係を作らないと無理です。でないと、モ

グラたたきに終わるだけでしょう。裏サイトを突き止め

るのは、ほんの一部の取り組みであり、先生方には子

どもたちを注意深く見てくれと話しています」 

 


