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発表の内容発表の内容

1.1. 背景背景

2.2. 携帯電子機器使用ルール携帯電子機器使用ルール

3.3. 携帯電子機器による電磁干渉の可能性携帯電子機器による電磁干渉の可能性

3.1 3.1 可能性評価指標可能性評価指標

3.2 3.2 告示に記載された機器告示に記載された機器

3.3 3.3 告示に記載がない機器告示に記載がない機器

3.4 3.4 電磁干渉の事例報告電磁干渉の事例報告

4.4. むすびむすび
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1. 1. 背背 景景

携帯電子機器使用に関
するルール必要

乗客が機内に持ち込む各種携帯電子機器乗客が機内に持ち込む各種携帯電子機器
（（PED : Portable Electronic Device)PED : Portable Electronic Device)

機上航法装置に電磁干
渉する可能性あり．．．
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機内迷惑行為：

1. 化粧室内での喫煙

2. 携帯電子機器を使用すること

3. 乗務員の業務を妨げること

4. 座席ベルトを装着しないこと

等々

2. 2. 現在の機内携帯電子機器現在の機内携帯電子機器
使用ルール使用ルール

20042004年年11月施行：月施行： 「機内「機内

迷惑防止に係る航空法の迷惑防止に係る航空法の
一部改正法」一部改正法」
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使用制限されるＰＥＤリスト使用制限されるＰＥＤリスト

携帯電話携帯電話
PHSPHS
トランシーバトランシーバ
無線操縦玩具無線操縦玩具
ヘッドホンヘッドホン
イヤホンイヤホン
マイクロホンマイクロホン
パソコンパソコン
携帯情報端末携帯情報端末

９種類９種類

常時使用不可常時使用不可

意図的電波放射なし意図的電波放射なし

•テレビ
•ラジオ
•ポケットベル
•DVD プレーヤー
•ディジタルカメラ
•カセットプレーヤー
•ディジタルオーディ
オ機器
•電子手帳
等 １６種類

離着陸時使用離着陸時使用
不可不可

意図的に電波放射意図的に電波放射
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なぜルールを見直すのか？なぜルールを見直すのか？

►►PEDPEDはは新旧交代，新技術新旧交代，新技術の導入が早い。の導入が早い。

►►乗客，航空会社にわかりやすい，乗客，航空会社にわかりやすい，簡単かつ簡単かつ
納得を得やすいルール納得を得やすいルールが必要。が必要。

►►意図的に電波を発する意図的に電波を発するPEDPED（（TT--PEDPED))，医療，医療
用用PEDPED（（MM--PEDPED))の使用要望が高まった。の使用要望が高まった。

航空局から電子研に見直しの依頼航空局から電子研に見直しの依頼

航空会社等との協力でこの見直しを実施航空会社等との協力でこの見直しを実施
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機器への
直接干渉

アンテナを
介した干渉

携帯電子
機器

3.13.1 電磁干渉の可能性評価電磁干渉の可能性評価

①放射①放射

②伝搬②伝搬

③入射③入射

④干渉④干渉

PEDPEDによる電磁干渉障害発生の流れによる電磁干渉障害発生の流れ

PED
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RTCA DORTCA DO--160E 160E ややPEDPED用用
電磁放射基準電磁放射基準

周波数　　(MHz)
10 100 1000 100001

感受性基準

放射基準

電気用品基準微弱電波

VCCI

134

66
57

64
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電磁干渉の可能性評価指標電磁干渉の可能性評価指標

Sec.21 Cat. M（放射基準） Sec.20 Cat. T（感受性基準）

134dBµV/m35-73dBµV/m

可能性低い 可能性あり 可能性高い

電磁干渉の可能性とPED使用制限の関連：

常時使用禁止離着陸時使用禁止常時使用可能
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3.23.2 告示された機器による電磁干渉告示された機器による電磁干渉

Start

意図的に
電波出す？

規格？規格？

Yes

No

VCCI
ClassB

CE
他

CISPR 13
IEEE802.11
Bluetooth

携帯電話
PHS

PHS

携帯

その他

機種，販
売数？

機種，販
売数？

携帯，
PHS？

機種，販
売数？

多い

多い

少ない

少ない 少ない

22 4 5 6

多い

7 8 931

障害報告件数障害報告件数

電磁干渉の可能性評価フロー
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規格不明な規格不明なPEDPED：電磁放射測定：電磁放射測定

被測定PED

測定台(導体）
スペクトラム
アナライザ

プリアンプ

受信用アンテナ

1m
測定帯域:
2 ～ 6000MHz
測定方向：

６面
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DVDDVDプレーヤーからの電磁放射プレーヤーからの電磁放射

周波数　　(MHz)
10 100 1000 100001

低い周波数帯域で放射基準を超過

感受性基準

放射基準

ＤＶＤ
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電磁干渉の可能性（告示内）電磁干渉の可能性（告示内）

調査継続 制限緩和

PED種類 可能性判定根拠 周波数，電力，規則
1 携帯電話 ● ABCd 0.8，1.8GHz等　0.8W
5 ヘッドホン ● Ad ISM 2.4G，Bluetooth ワイヤレスヘッドホン

14 ビデオプレーヤー d DVDプレーヤーに統合
15 DVDプレーヤー ○ bcｄ 基準不明確 実測，測定データあり
16 ディジタルカメラ ○ aBcd VCCI Class B
22 電卓 △ B 超低消費電力（50µW程度）

A 放射電波レベルがDO-160の放射基準より大幅に大（アンテナ放射電力1mW程度以上
b 当該PEDの国内出荷台数が多い（年間国内出荷台数または契約数100万台以上）
C 電磁干渉障害報告書に多数報告例がある（20件以上） ●：可能性高
d 消費電力が大きい（0.1W以上） ○：可能性有

：継続検討 ：何らかの修正 △：可能性低

備　考
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3.33.3 告示に含まれない告示に含まれないPEDPED（１）（１）

ファービーファービー

ノイズキノイズキャンセャンセリング・リング・
ヘッドホンヘッドホン

►► 電子玩具電子玩具

►► オーディオ機器オーディオ機器

►► 電子タグ電子タグ

スイカスイカ
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►►医療用携帯電子機器医療用携帯電子機器
（（MM--PEDPED））

告示に含まれない新告示に含まれない新PEDPED（２）（２）

人工内耳人工内耳 心電図計心電図計
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調査継続 制限緩和

電磁干渉の可能性（告示外）電磁干渉の可能性（告示外）
PED種類 詳細 可能性 判定根拠周波数，電力，規則等

1 携帯電話 電波OFFモード ○ Bd
充電器 ○ aB 電気用品基準

2 電子ゲーム たまごっち（プラス） △
SONY PSP，NINTENDO DS ● ABcd IEEE 8０2.11

3 PC 無線LAN内蔵PC ● ABCd IEEE 8０2.11
ワイヤレスマウス ● aｂd 微弱電力

4 ヘッドホン
ﾉｲｽﾞｷｬﾝｾﾘﾝｸﾞ・ﾍｯﾄﾞﾎﾝ

△ 低周波アナログ回路のみ

5 その他 電子タグ（パッシブ型） △ B 13.6MHz，433.9MHz等
電子タグ（アクティブ型） ● A 2.45GHz等
GPS ○ ad VCCI Class B
カメラ △
CD/MDプレーヤー ○ Bｃｄ
電子玩具 ○ bd VCCI Class B?
AIR　BAND ○ ad 電気用品基準

6 医療電子機器 人工内耳 双方向ﾃﾚﾒﾄﾘ（10.7，49MHz）
携帯心電図計
血中酸素濃度計 非連続使用
●：可能性高い ○：可能性あり △：可能性低い

備　考
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3.4  3.4  電磁干渉事例報告の分析電磁干渉事例報告の分析

(1) (1) 報告数報告数

増加傾向，増加傾向，
‘‘0505年年４８４８件件

件　　数

航空会社から提出される，航空会社から提出される，PEDPEDが原因と疑われるが原因と疑われる

機上装置の障害事例報告機上装置の障害事例報告
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((２２) ) 障害が生じた機上装置障害が生じた機上装置

オートパイロット，表オートパイロット，表
示装置での不具合示装置での不具合

が増加傾向が増加傾向
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((３３)  )  障害源と疑われたＰＥＤ障害源と疑われたＰＥＤ

携帯電話が全ＰＥＤ中の携帯電話が全ＰＥＤ中の
３分の２以上，次いで３分の２以上，次いでPCPC，，
携帯オーディオ携帯オーディオ
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24

136
132

140 144

124 128

26

40

44

32

36

2004
2005：

：

((４４) ) 障害障害
発生場所発生場所

地上電波によ地上電波によ
る干渉の可能る干渉の可能
性性??

2004
2005
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電磁干渉事例報告電磁干渉事例報告 –– 傾向，活用傾向，活用

►►１９９３年以降の全報告件数１９９３年以降の全報告件数 ~ 200~ 200
►►オートパイロット，表示装置，オートパイロット，表示装置，NAV/COMNAV/COM装装

置での報告件数大置での報告件数大

►►障害源と疑われる障害源と疑われるPEDPEDの３分の２以上はの３分の２以上は
携帯電話，次いで携帯電話，次いでPCPC，携帯オーディオ，携帯オーディオ

►►地上電波による干渉地上電波による干渉 -->> 今後の課題今後の課題

電磁干渉障害検証の重要ツール電磁干渉障害検証の重要ツール
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4. 4. むすびむすび

►►機内迷惑防止に係る告示の概要機内迷惑防止に係る告示の概要

►►告示された告示されたPED,PED,告示にない新告示にない新PEDPEDによるによる

電磁干渉の可能性評価電磁干渉の可能性評価

►►評価基準：評価基準：RTCARTCA DODO--160E160E 電磁放射基準，電磁放射基準，

感受性基準感受性基準及び及び電磁干渉事例報告電磁干渉事例報告

►►電磁干渉の可能性，電磁干渉の可能性，「高い」，「ある」「高い」，「ある」及び及び
「低い」「低い」に分類，に分類，根拠根拠を提示を提示

►►本年度の本年度の告示見直しに反映告示見直しに反映の予定の予定
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今後の課題今後の課題

►►携帯電話，アクティブ型電子タグ，医療用電携帯電話，アクティブ型電子タグ，医療用電
子機器の電磁放射の調査，実測子機器の電磁放射の調査，実測

►►機内での電波の伝わり方，機体のシールド機内での電波の伝わり方，機体のシールド
効果等に関する解析及び実験効果等に関する解析及び実験

謝謝 辞辞
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