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JP3PID 戸田弘氏がご逝去 

かねてから肝機能不全の為、入院加療中だった戸

田 弘氏ＪＲ3ＰＩＤ（享年 50 歳）が、平成 20 年 11 月 0

2 日に逝去されました。 

戸田氏は、ＪＨ3ＹＲＯおよびＪＰ3ＹＨＥレピータ管理

団体の発足に多大なるご尽力をされました。 

謹んでご冥福をお祈りします。 

 

PLC 行政訴訟原告団の準備書面 

「PLC 異議申し立て電波監理審議会審理」

準備書面が公開 

草野 OM(JA1ELY、月刊ファイブナイン編集長)が団

長を務める「PLC 行政訴訟原告団」による、電波監理

審議会審理に対する異議申し立ての次回審理で使

用される準備書面を転載します。 

準備書面（７） 

 ２００８（平成２０）年１１月１４日 

 （次回期日１１月２６日）  

「周囲雑音」の定義及び異議申立人らの受忍限度に

ついての主張の整理及び国の平成２０年９月３日付

準備書面（１１）に対する反論  

第１ 周囲雑音の定義について 

１ 異議申立人らの主張  

周囲雑音とは、異議申立人準備書面（６）に述べ

たとおり、「必要信号(wanted signal)に重畳された，

もしくは，結合している，明確に情報を伝達してい

ない RF 領域（高周波領域）の時間変動成分を伴う電

磁現象」のことである。  

より平易な表現に言い換えれば、「通信装置や通

信信号波が存在しない場合においても元来存在して

いる雑音」のことであり、以下に述べるように、人

工雑音、自然雑音、宇宙雑音及び大地、物体からの

熱雑音の総体からなる。周囲雑音の強度は，場所に

よっても，また，時間的にも不規則に変動する。  

 

本件ＰＬＣに関連する２ＭＨｚ～３０ＭＨｚの周

波数で言えば、たとえば中波ラジオ、短波ラジオ、

航空通信信号波、アマチュア無線などの各種信号波

は、周囲雑音とは明確に区別され、通信目的を達成

するための情報伝達が可能となる有為な信号波を形

成している。周囲雑音は、これらの有為な信号波を

除いたものであり、このことを図示すれば、以下の

図１のようになる。これが、無線通信の世界におけ

る周囲雑音のごく普通の考え方である。  

図 1. 周囲雑音と各種信号波の概念図 

 

なお、周囲雑音は，様々な要素の集合からなる。そ

の主なものを以下に列挙する。  

(1) 人工雑音  

人工雑音とは、「電力機械、高周波を使用する電

気器具、電子及び電力機器、自動車等の点火栓から

発する雑音電波、蛍光灯・水銀灯・ナトリウム灯等

放電式照明類、電力線（高圧配電線のコロナ放電）

などからの意図的ではない雑音電波」である。  

社会の進歩と共にこれらの機器類は増加し、特に

都市部に集中する事から都市雑音（電波）とも言わ

れている。  

(2) 自然雑音  

自然雑音とは、「自然現象に伴って発生する雑音

電波」である。代表的なものは、雷放電からの輻射

による雑音電波であり、下記に示す 3 種類に分類で

きる。  

クリック：衝撃性の雑音であって、近接した雷放電

が主な原因  

グラインダ：連続した雑音で、比較的遠方の雷放電
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又は雪雨が主な原因  

ヒッシング：連続した雑音で、大気の電気的変動、

降雹、降雪、吹雪、砂嵐、 砂塵等が主な原因  

(3) 大気雑音  

大気雑音とは、「大地や物体が持つ熱（温度）に

起因して大気中に放射される雑音電波」である。  

(4) 太陽雑音  

太陽雑音とは、「太陽が放射する雑音電波」であ

る。このように天体も雑音源になる。  

太陽活動が静穏な時には、太陽雑音は現実に短波

帯の通信に妨害を与えるほど強くはなく、電波天文

学の研究対象となり，太陽活動を詳細に理解すると

いう大きな成果を上げている。  

一方、太陽活動が活発な時には、短波帯において

デリンジャー現象や磁気嵐と呼ばれる現象を起こし，

通信を不能にする電波障害を起こす場合がある。  

(5) 宇宙雑音  

宇宙雑音とは、「銀河系内の電子が磁力線の周囲

を高速運動する際に放射される電波」である。  

２ 「周囲雑音」の意味についての国の主張に対する

反論  

これに対して、国は、「周囲雑音」の意味につい

て、以下のとおり述べる。  

「自然雑音に人工雑音を加えた、現にＰＬＣ機器が

利用されている場面に存在する雑音を周囲雑音と定

義しており、放送波は通信波も、それを利用してい

ない者にとっては単なる雑音に過ぎないことから、

これを『周囲雑音』に含めている」（平成２０年９

月３日付国準備書面（１１）１頁）。  

 国による周囲雑音を図示すれば，図 2のようになろ

う。  

図 2．国による周囲雑音の定義 

 

 このように、国による「周囲雑音」の定義では、各

種信号波の最大値まで「周囲雑音」だということに

なる。  

しかしながら、異議申立人らは、これまで、このよ

うな「周囲雑音」の定義には接したことはない。こ

の国による「周囲雑音」の定義では、「有為な信号

波」も周囲雑音に該当することとなってしまうこと

になり、無線通信の世界で通常用いられている周囲

雑音の定義とは大きくかけ離れている。  

「周囲雑音」について異議申立人らと国の主張を対

比したものを、図 3に示す。  

図３ 「周囲雑音」について異議申立人らと国の主張

の対比 

 

国は、PLC の技術基準について、PLC からの漏洩電

波が「周囲雑音」を越えないように定めたというが、

国による「周囲雑音」の定義によれば，そもそも、

短波放送，航空無線、アマチュア無線をはじめとす

る各種短波帯通信はすべて「周囲雑音」だというこ

とになる。そうすると、PLC からの漏洩電波が国の

定義する「周囲雑音」を越えないように定められた

としても、これら各種短波帯通信が保護されること

はなく、これらの通信が不能となっても、やむを得

ないという結果になるが、その結論は、電波の公平

な利用を定めた電波法の趣旨に反し、絶対に認めら

れるものではない。  

「周囲雑音」の定義についての国の主張は明らかな

誤りである。  

 第２ 電波法１０１条で準用する同法８２条１項の

趣旨について  

 １ 国の主張が現実的でないこと  

 国は、電波法１０１条で準用する同法８２条１項の

規定によって、「総務大臣は、ＰＬＣ機器が副次的

に発する電波又は高周波電流が無線局の無線設備の

機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、当該

ＰＬＣ機器の所有者又は占有者に対し、その障害を

除去するために必要な措置をとるべきことを命ずる

ことができる」と主張する（平成２０年９月３日付

国準備書面（１１）２頁）。  

 しかしながら、現実に電波妨害が発生した場合、そ

の原因たるＰＬＣがどこにあるのかを突き止めるこ

とは極めて困難である。仮に、その場所を特定でき

たとしても、ＰＬＣ機器からの妨害を排除するため

には、PLC 機器使用者に対する説明を含めた長期間

に渡る対策協議を行わなければならず、現実には極

めて困難である。上記の国の主張は、おおよそ非現

実的な主張であって、到底認められない。 

２ 電波法の趣旨について  

確かに、電波法１０１条は同法８２条１項を準用

し、一定の場合に、総務大臣が必要な措置をとるこ

とを定めている。  

しかしながら、電波法の趣旨及び現実の運用から

すれば、かかる事態は極めて例外的な場合を想定し

ているものというべきである。  
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すなわち、電波法は、電波の一般的な利用を禁止

し、一定の要件に適合した者に対してその禁止を解

除することにより、電波の公平かつ能率的な利用を

確保することを目的としている（電波法１条）。こ

れは、利用可能な電波の周波数帯には限度があり、

電波が有限かつ稀少な資源であるため、電波利用は

すべて国による事前の規制のもとにおく必要がある

からである。  

言い換えれば、電波法は、極めて厳格な要件のもと

に、その利用目的によって、利用可能な周波数を細

かく割り当て、さらに出力についても制限を加えた

上で、電波利用を許可している。電波利用者は、そ

の許可された周波数及び出力の制限のもとで、電波

を利用している。このような制限に従って、電波を

利用する限り、通常の場合は、混信等の障害が生ず

る可能性はそれほど高くはない。  

しかしながら、電波は、場所及び時間によりその

環境が変動するものであり、また、電波利用者の技

術や知識によっては、他の電波利用を妨げる可能性

があることまでは否定できない。とりわけ、アマチ

ュア無線のように、同一の周波数を多数の者が使用

することが予定されている場合には、その調整をは

かることが必要な場合がある（もっとも、多くの場

合には、互譲の精神によって調整が可能であるし、

現に調整されている）。  

このような場合に、その事態を放置すれば、電波

の公平かつ能率的な利用が妨げられる結果となって

しまう。そこで、そのような場合には、総務大臣が

その調整を行うことを規定したのが、電波法８２条

１項の趣旨なのである。  

このように、通常の場合、電波利用は事前に必要

な規制が十分になされることが予定されているので

あって、電波法８２条１項が想定している事態は、

事前の規制によってもなお生じうる例外的な障害に

対処するための規定なのである。  

３ 電波法８２条１項は受忍限度を定めたものでは

ないこと  

 前回の審理において、主任審理官から、「電波法が

８２条１項の調整規定を設けている以上、周囲雑音

を超えれば直ちに違法とはいえないのではないか、

調整可能な範囲が存在するのではないか、調整規定

が設けられていることとの整合性について検討のう

え、受忍限度について論じて欲しい」旨の釈明がさ

れたので、この点について、異議申立人らの考えを

整理しておく。  

 まず、電波法は、電波利用を一般的に禁止した上で、

利用可能な周波数を割当てていることは前述した。

これは、混信等の障害を防止するためである。万が

一、全く同一の周波数が異なる用途に許可された場

合には、電波の性質上、混信等の障害が発生してし

まう。電波法は、そのような事態を避けるために、

利用可能な周波数を細かく割当てているのである。  

 また，利用可能な周波数を割り当てる（分配する）

際には，優先度（いわゆる，一次分配，二次分配と

称されるもの）を考慮する。二次分配を受けて運用

する無線通信業務等（二次業務）は，一次分配を受

けて運用する無線通信業務等（一次業務）に混信を

与えてはならず，また，二次業務は一次業務に対し

て保護を主張してはならない（周波数割当計画，

http://www.te le 

.soumu.go.jp/search/share/20030528/wariate.pdf

）。また，周波数分配を受けない場合でも，一次業

務や二次業務に混信を与えず，かつ，これらに対す

る保護を主張しなければ周波数を利用することがで

きる（無線通信規則第 4.4 条）。我が国における電

波利用は，以上の条件を満たすことを事前に確認し

て初めて認められるものなのである。 かかる厳格な

事前規制のもとにおいては、電波利用者の側からみ

れば、国から許可された周波数（及び出力）内では、

自由に通信をすることが許されているのであって、

その通信が、他の電波利用により妨害される事態が

生じることは、極めて例外的な場合なのである。  

 電波法８２条１項は、かかる例外的な場合において、

電波利用者と妨害原因者との間で調整がつかない場

合に、総務大臣が調整することを定めた規定であっ

て、これは、電波利用者が妨害を受忍すべき場合が

あることを前提とした規定ではない。  

 電波利用が許可された範囲においては、電波利用者

は、電波利用に対する妨害を受忍しなければならな

いいわれはないのである。  

電波法第 100 条が PLC を含む高周波利用設備に関

して「総務大臣の許可を受けなければならない」と

規定しているのは，空間を媒体とする無線通信は電

波妨害に特に脆弱であるため，導体を媒体とする有

線通信（PLC もこの範疇に入る）により副次的に発

生する電波妨害から無線通信を十分に保護するため

である。 

PLC は意図的に電波を放射している無線ではない

ものの，周波数分配を受けずに電波利用をしている

と見なすこともできるため，無線通信規則第 4.4 条

の考えに沿い，アマチュア無線，短波放送等短波帯

において周波数分配を受けて適切に運用している無

線通信業務に混信を与えてはならないと考えるのが

自然である。 

４ 本件ＰＬＣの問題  

しかるに、本件ＰＬＣは、２ＭＨｚ～３０ＭＨｚ

の周波数帯域全体に強い妨害波を発生させるもので

あって、これを放置した場合には、他の電波利用は

不可能となってしまうことは、すでに繰り返し述べ

ているとおりである。  

そして、申立人らは、すでに市販されているＰＬ

Ｃ機器が、広汎に妨害波を発生させることを実験で

確認している（国の定義による「周囲雑音」との対

比において、ＰＬＣ漏洩電界強度による雑音の実験

結果を示したものとして甲１０７）。  

本件ＰＬＣの技術基準が誤っていることに疑問の

余地はなく、すでに型式指定された本件ＰＬＣにつ

いては、速やかに型式指定が取り消されるべきであ

り，かつ，同技術基準に基づく新規型式指定は行う
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べきでない。 

 

H-IIA ロケット打ち上げ予定 

JAXA が H-IIA ロケット 15 号機の打ち上

げ予定を発表 

 宇宙航空研究開発機構（JAXA）は 11 月５日付けの

報道発表で、H-IIA ロケット 15 号機で温室光化学観

測技術衛星「いぶき」（GOSAT）を平成 21 年１月 21

日（水）12:54～13:16（JST）に打ち上げ予定と発表

（打ち上げ予備期間は１月 22 日～２月 28 日）。 

相乗り小型副衛星 7 機が、「いぶき」と共に打ち上げ
られます。 
小型副衛星は、民間企業、大学等が製作する小型

衛星に対して容易かつ迅速な打ち上げ・運用機会

を提供する仕組みを作り、我が国の宇宙開発利用

の裾野を広げるとともに、小型衛星を利用した教

育・人材育成への貢献を目的とし、打ち上げ能力

の余裕を活用して打ち上げるものです。 

H-IIA15 号機では、公募による 6機及び、JAXA に

よる 1機の計 7機が相乗りします。 

 
------------------------------------------ 

 「かがやき」アマチュア衛星 
ソラン株式会社 

障害を持った子供達の夢を宇宙につなげる活動 

・自律型オンボード管制システム 

・インフレータブル方式伸展ブーム 

・大学ミッション（デブリ検出、オーロラ電流観測、残留

磁気低減化設計） 

------------------------------------------ 

 「STARS」アマチュア衛星 

香川大学 

テザー宇宙ロボット技術実証実験 

親子衛星によるテザー伸展実験 

------------------------------------------ 

 「航空高専衛星（KKS-1）」アマチュア衛星 
都立産業技術高等専門学校 

マイクロスラスタおよび 3 軸姿勢制御機能の実証 

------------------------------------------ 

 「PRISM」アマチュア衛星 

東京大学 

伸展式屈折望遠鏡による地球画像取得実験 

民生品を利用した超小型衛星バス技術試験・実証 

多様なアマチュア無線サービスの実施 

------------------------------------------ 

 「SOHLA-1」アマチュア衛星の機能も搭載 
東大阪宇宙開発協同組合（SOHLA） 

地域産業活性化 

雷観測 

------------------------------------------ 

 「スプライト観測衛星（SPRITE-SAT）」 
東北大学 

スプライト現象・地球起源ガンマ線観測 

------------------------------------------ 

 「小型実証衛星 1 型（SDS-1）」 

宇宙航空研究開発機構（JAXA） 

マルチモード統合トランスポンダ 

スペースワイヤ実証モジュールの軌道上実証 

先端マイクロプロセッサ軌道上実験 

 

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 9月 498,890 

 8月 500,649 

先月よりも ｄｏｗｎ 1,759 局 

地方局 総計  

総無線局数 498,890  

北海道
無線局数 44,711  
比率(%) 9.0  

東 北
無線局数 49,715  

比率(%) 10.0  

関 東
無線局数 133,503  
比率(%) 26.8  

信 越
無線局数 21,669  
比率(%) 4.3  

北 陸
無線局数 13,924  
比率(%) 2.8  

東 海
無線局数 69,449  
比率(%) 13.9  

近 畿
無線局数 59,961  
比率(%) 12.0  

中 国
無線局数 35,789  
比率(%) 7.2  

四 国
無線局数 22,083  
比率(%) 4.4  

九 州
無線局数 45,527  
比率(%) 9.1  

沖 縄
無線局数 2,559  
比率(%) 0.5  

 

 




