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ＰＬＣ問題 ナミタカシ  

総務省により PLC 機器に対して交付され

た型式指定で、一応の決着が図られたと

思われていた PLC 問題。 

５年に及ぶ PLC をめぐる国（総務省）相手

の行政訴訟、電波監理審議会への異議申

し立て等、今だ、解決点が見えない PLC

についてスポットを当ててみました。 

PLC とは、（Power Line Communications）電力線通

信の略で、電力線を通信回線として利用する技術。 

電気のコンセントに通信用のアダプタ(PLC モデム)を

設置してパソコンなどをつなぐことにより、数 Mbps～

数百 Mbps のデータ通信が可能となる。 

ほとんどの建物には電気配線が張り巡らされている

ため、PLC を使うことにより新たにケーブルなどを敷設

することなく手軽に構内通信網を構築できる。また、

電力会社の配電網を PLC に利用すれば電力網をそ

のまま通信インフラとして利用することができ、インタ

ーネット接続サービスなどが提供できる。 

電力線はもともと高い周波数の電気信号を流すこと

を想定していないため、PLC による漏洩電波がアマチ

ュア無線などに深刻な影響を与えるとの指摘もあり、

なかなか実用化されなかったが、総務省が規制を緩

和したのを受けて 2006 年 12 月に初めて PLC 対応製

品が発売された。 

ところが、屋内における電力線通信と考え、甘受した

結果、スマートメーター等の構想で屋外使用を模索

し出しました。 

アマチュア無線界の動き 

PLC の屋外利用に反対する、との文章が日本アマチ

ュア無線連盟 会長 稲毛 章で Web に載りました。 

+-+- 

平成 24 年 6 月 4 日に「第 9 回高速電力線搬送通信

設備作業班」が開催され「電波利用環境委員会」に 

提出する答申書と報告書案が審議されました。 

 JARL はこの作業班で、短波帯の電波環境に対して

問題の多い PLC の屋外利用に反対の立場をとってき

ました。 

 JARL 電磁環境委員会の芳野委員長の報告の通り、

報告書案で示された許容値は、推進派、懸念派の双

方から不満の声があがり、合意を得ることが出来ない

状態となりましたが、報告書に示された許容値を事実

上無意味なものとする文章の追記が提案されました。 

 しかし、作業班事務局（総務省電波環境課）が取り

まとめた最終報告書案では作業班で合意を得た内

容とは異なる記述に書き換えられてしまいました。

JARL 電磁環境委員会では報告書の内容を作業班で

合意した内容に書き改めるよう 2 回にわたり意見書を

作業班事務局に提出しましたが、記述が改められる

ことはありませんでした。 

 JARL では電磁環境委員会からの報告を受け、「高

速電力線搬送通信設備作業班」の上部委員会にあ

たる「電波利用環境委員会」に対して、連盟として意

見書を提出しましたが、7 月 3 日に開催された「第 7

回電波利用環境委員会」では JARL の意見は取り上

げられる事なく、「高速電力線搬送通信設備の屋外

利用に係わる許容値及び測定法」として意見募集に

かけられることとなりました。 

※募集内容等は、期限が終わっているので、割愛し

ました。  

内閣府から総務省に対しての指示は、「スマートメ

ータの普及促進に向けた屋外通信（PLC 通信）規制

の緩和」ですが、報告書案にはスマートメータの利用

に関する提案は 1 件もなかったと記述されています。

また、期限を切られた検討で満足な実験や検討も行

われなかったことが作業班の議事要旨で明らかで

す。 

 PLC は主にホームネットワークを構築するためのツ

ールとして登場しましたが、先行している無線 LAN に

太刀打ちできないのが実情です。パソコンも、テレビ

も、動画レコーダーも、カメラ付きインターフォンも、無
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線 LAN によりネットワークを安価に構築できる時代で

す。 

 JARL は、問題を含んだ報告書に基づく PLC の屋外

利用に関する拙速な規制緩和を行うべきではないと

の意見を提出しますが、クリーンな電波環境を保つた

めに皆様も反対意見を提出していただくようお願い

いたします。 

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟  

会長 稲毛 章 

July 2012 NEWS TOPICS INFORMATION に載っ

ていたニュース 

■情報通信審議会情報通信技術分科会電波利用

環境委員会が意見募集 

「広帯域電力線搬送通信設備の屋外利用に係る許

容値及び測定法」 

 情報通信審議会 情報通信技術分科会 電波利用

環境委員会は、「広帯域電力線搬送通信設備の屋

外利用に係る許容値及び測定法」について調査検

討に関する委員会報告（案）について、平成 24 年 7

月 26 日から 8 月 27 日までの間、意見募集をおこな

っています。 

 報告書（案）は、同委員会の下に設けられ JARLも構

成員として参画した「高速電力線搬送通信設備作業

班」の実証実験等に関して取りまとめられたものです

が、最終報告書案は作業班の総意に基づかずに取

りまとめられたものです。 

 なお、JARL では今回の意見募集について、短波帯

無線システムに重大な悪影響を及ぼす恐れがある

PLC の屋外利用について強く反対する意見を提出す

る予定です。 

 「高速電力線搬送通信設備作業班」の経緯につい

て。 

「電力線搬送通信設備」（PLC）の動向 

JARL 電磁環境委員会 委員長 芳野 赳夫（JA1XF） 

 行政刷新会議（内閣府）から平成 22 年 6 月に「スマ

ートメーターの普及促進に向けた屋外通信（PLC通信）

規制の緩和」について検討をおこなうよう総務省に指

示があり、「情報通信審議会 情報通信技術分科会 

電波利用環境委員会」の下に「高速電力線搬送通信

設備作業班」が設置されて、2MHz から 30MHz 帯の周

波数での PLC の屋外利用について、事業者からの具

体的な提案等を確認のうえ、無線システムへの影響

等の検証・検討をおこない、平成 23 年度中に結論を

出すこととなりました。 

 作業班は、電気通信大学の上 芳夫（かみ よしお）

名誉教授を主任とし 24 名で構成され、平成 23 年 3

月 11 日に第 1 回検討会開始以後、平成 24 年 2 月

末までに 7 回の作業班と実証実験がおこなわれまし

た。 

 構成員としては平成18年度に屋内限定のPLC規格

を制定した審議会と同じ、航空通信、海上通信、短

波放送、電波天文、JARL と各分野の短波利用者も招

集されています。 

 JARL ではこの検討に関して電磁環境委員会が対

応しており、同委員長の芳野が作業班構成員として

参画しています。作業班発足から約１年が経過しまし

た。作業班での検討状況と今後の対応について報告

いたします。 

【PLC の屋外利用】 

 作業班設置の目的に「スマートメーターの普及促進」

との記載があり、「スマートグリッド実現のための一つ

の技術として PLC の採用」を検討しているかに見えま

したが、実際には電力事業者からの提案は一つもな

く、単に屋外に設置するネットワークカメラや電気自

動車（EV）の充電時に車内蓄積情報や地図情報等の

ダウンロード／アップロードをおこなう提案に限定して

おり、目的の「スマートメーターの普及促進」とはかけ

離れたものでした。 

 JARL は、「PLC の屋外利用の必然性がないこと」や

「短波帯の無線システムに妨害を与える可能性が高

い」ことから、今後の「なし崩し的な利用範囲拡大に

反対」を表明しています。 

【作業班の検討スケジュール】 

 作業班のスケジュールとこれまでの開催実績は次

の通りです。各作業班の配付資料も下記のリンクから

入手できます。 

平成 23 年３月 【予定】作業班発足 

【実績】3 月 11 日 第 1 回作業班  

平成 23 年４、５月 【予定】海外動向調査、漏えい電

波低減の技術的裏付け検討 

【実績】5 月 31 日 第 2 回作業班  

平成 23 年５～８ 月 【予定】共存条件及び試験方法

の検討 

【実績】7 月 20 日 第 3 回作業班  

平成 23年９、10月 【予定】共存条件案策定、実証実

験の実施手順書案提示 

【実績】9 月 20 日 第 4 回作業班  

平成23年11、12月 【予定】報告書（案）作成、パブリ

ックコメント 

【実績】11 月 8 日 第 5 回作業班  

平成 24 年１～３ 月 【予定】報告書作成、電波利用

環境委員会報告、情報通信審議会答申 

【実績】 平成 24 年 1 月 13 日 第 6 回作業班 

１月 31 日～２月２日 屋外 PLC 実証実験（多摩川） 

２月７日～２月 10 日 屋外 PLC 実証実験（福岡） 

２月 29 日 第７回作業班 

３月 27 日 第８回作業班 

６月４日 第 9 回作業班    
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 JARL では、「屋外実証実験案について」（資料 4-8）

で提示された実験場所の環境雑音が高く、この背景

雑音値で基準値が設定される恐れもあるため、環境

雑音が低い実験場所への変更を強く提案しました。

その結果、JARL の提案した多摩川も実験場所として

追加されました。 

 実証実験の結果（中間報告）については、２月29日

の第７回作業班で構成員に提示されました。 

 第７回作業班で提示された実験報告書は中間報告

であり完全なものではありませんでした。 

 ３月 27 日に実施された第８回作業班の議事は、 

・ さまざまな配線のコモンモード電流と漏洩電磁界

について  

・屋外広帯域 PLC 設備の許容値と関連事項の提案  

・答申、報告書（案）  

で、「電波利用環境委員会」に提出する答申、報告

書（案）を決定したいとの内容でしたが、JARL をはじ

め、PLC の屋外利用に対して懸念を抱いている出席

者からの強い意見により、結論が得られず次回の会

合に持ち込むこととなりました。 

 ６月４日に開催された第９回作業班では、「屋外広

帯域PLCの許容値」と「答申書（案）及び報告書（案）」

について検討がおこなわれました。議事の争点は許

容値で、「対象とする周波数全域でコモンモード電流

許容値を 10dB下げた値」について PLC推進派と懸念

派の双方から不満の声が上がりました。JARL は、実

験で得られた結果をそのまま採用するのではなくマ

ージンも考慮した値とすべき、と強く主張しましたが、

受け入れられませんでした。 

 屋外 PLC の導入に対して懸念を示している構成員

から、「屋外広帯域 PLC装置により生じるコモンモード

電流の許容値」の章に次の文章を追記したいとの提

案があり了承されました。提案された追加文章は次

の通りです。 

 「ただし、本作業班で実験及びシミュレーションを実

施した範囲外の設置状況について、十分な漏洩波

電界強度について確認をしたものではない。このた

め周囲状況の構成等、これまでおこなった実験等の

結果では表現しきれない事態も考えられる。この数

値はこれまでの実験で得られた目安である」 

 しかし、作業班終了後に送られてきた報告書に記

載された内容は、作業班事務局（電波環境課）により

全く内容の異なる文章に改竄されていたため、芳野

から２回意見書（１回目の意見書（PDF 形式）、 ２回目

の意見書（PDF 形式））を提出しましたが、当該部分の

修正はおこなわれませんでした。２回目の意見書に

対しては、１回目の意見書に対する返信と全く同じ文

章をコピーアンドペーストしたものが送り届けられまし

た。 

 作業班事務局に対しての報告書修正要望が無視

された事を受けて、7 月 3 日に開催された「電波利用

環境委員会（第 7 回）」の藤原主査宛に稲毛会長名

で意見書（PDF 形式）を提出しました。 

 第 7 回の電波利用環境委員会（会議資料）では、

JARL が作業班で主張してきた内容と同じ意見が委員

からも指摘されました。しかし、JARL からの意見書が

取り上げられることもなく「高速電力線搬送通信設備

の屋外利用に係わる許容値及び測定法」が、意見募

集にかけられることになりました。 

 

※１回目の意見書 

電波利用環境委員会 

高速電力線搬送通信設備作業班 

事務局御中 

一般社団法人日本アマチュア無線連盟 

電磁環境委員会委員長芳野赳夫 

電波利用委員会高速電力線搬送通信設備作業班

報告 (案)への意見 

平成 24 年 6 月 20 日（ 19 時 59 分）に電子メール

にてお送りいただきました、「電波利用委員会高速電

力線搬送通信設備作業班報告（案）」について下記

のとおり修正を求めます。 

【第 9 回作業班での決定事項が反映されていない】 

平成 24 年 6 月 4 日に開催された第 9 回作業班に

おいて、報告書 23 ページの 4.6 項「許容値及び測

定法について」の表 4.7 の後に次の文章をつけ加え

ることが決まった。 

「ただし、本作業班で実験及びシミュレーションを実

施した範囲外の設置状況について、十分な漏洩波

電界強度について確認をしたものではない。このた

め周囲状況の構成等、これまでおこなった実験等の

結果では表現しきれない事態も考えられる。この数値

はこれまでの実験で得られた目安である。」 

この重要な文章の内容が全く異なる文章に置き変わ

っている。作業班で決定した通りの文章に戻すことを

要求します。 

なお、作業班事務局で作成した第 9 回議事録案（ 6

月 12 日に作業班構成員に提示され 6 月 19 日まで

に修正意見募集を行ったもの）には作業班での審議

内容が正確に記録されていたが、意見を反映した報

告書案の提示がいまだ無い。意見反映した議事要旨

案を至急構成員に提示し、第 7 回電波環境委員会

の開催以前に作業班構成員の合意を取るべきであ

る。 

【表現の修正】 

エディトリアルな修正は作業班事務局の裁量に任せ

て頂きたいとのことであったが、 
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上記の通り作業班での決定事項が全く異なる内容に

置き換わったことを受け、報告書（案）の全体的見直

しを行った。その結果、適切ではない記述がある。次

のとおり修正案を提示するので、報告書に反映して

頂きたい。 

（１）９ページ 

ウ大地面の影響が大きい  

→場所によって大地面の影響を受ける度合いが異な

る。 

「影響が大きいから値が小さくなる」ことを正当化する

ための記述と感じる。 

「実際に設置される場所によって影響の度合いは異

なる」等の含みを持たせた表現にすべき。 

（３）１６ページ 

表４．２と結果のまとめの内容が異なる 

・（１）電磁界強度が共に 10dB 以上低下する  

→10dB 未満が７カ所あるので明らかに間違い。 

特に 4m 垂直線の 15MHz 以下の電流に至っては 

68.8→75.7 であり、 7dB 増加している。 

（４）１９ページ 

中段の説明文で 13MHz 付近の説明をしているが、

これは再三文中に出てくる「共振」によると決めつけ

ているものだが 19MHz 付近の増加についても記述

が必要。推進側にとって都合が良い部分のみの説明

を記述するのは不公平である。 

（５）２０ページ 

表４．４ 

そもそも、サンプリングの生データが示されていない

のが問題だが、当該帯域内のサンプリングの最低値

と最高値、および帯域換算方法などの記述も必要で

はないか。 

短波帯は狭帯域通信が主であることを考慮すると、

「単なる平均値」という表現自体が無意味であると思

う。  

12.948-13.9=⊿0.952  18.912-20.004=⊿1.092 

（６）２１ページ 

表４．５ 

測定点の福岡１－A を例示しているが、最悪値の１－

B と２－D も例示すべきではないか。  

8.020-9.420=⊿1.4  12.080-12.892=⊿0.812 

（７）２２ページ 

表４．６ A 

測定点の福岡２－C を例示しているが、最悪値の１－

B も例示すべきではないか。  

7.460-9.392=⊿1.932 

（８）２３ページ 

４．６本文中 

突然「 10dB 下げることを検討した。」と具体的な値が

でてくるのはおかしい。  

10dB を提案する根拠と説明がない。 

 

以上 

※2 回目の意見書 

電波利用環境委員会 

高速電力線搬送通信設備作業班 

事務局御中 

一般社団法人日本アマチュア無線連盟 

電磁環境委員会委員長芳野赳夫 

電波利用委員会高速電力線搬送通信設備作業班

報告 (案)への意見 

平成 24 年 6 月 26 日（ 13 時 15 分）に電子メール

にてお送りいただきました、「電波利用委員会高速電

力線搬送通信設備作業班報告（案）」についての意

見に対する回答に対して下記の点について意見を

述べるとともに、報告書の修正を再度強く要求する。 

【第 9 回作業班での決定事項が反映されていない】 

１．平成 24年 6月 4日に開催された第 9回作業班

において、報告書 23 ページの 4.6 項「許容値及び

測定法について」の表 4.7 の後に次の文章を加える

ことが、作業班の承認事項として決定・承認を得てい

た。 

「ただし、本作業班で実験及びシミュレーションを実

施した範囲外の設置状況について、十分な漏洩波

電界強度について確認をしたものではない。このた

め周囲状況の構成等、これまでおこなった実験等の

結果では表現しきれない事態も考えられる。この数値

はこれまでの実験で得られた目安である。」 

ところが、この重要な文章の内容が報告書において

全く異なる文章に置き変わっている。作業班の総意

で決定した通りの文章に戻すことを強く要求する。 

２．意見に対する回答に「発言者の構成員とも調整し

た上で、」との記述があるが構成員が合意した内容と

異なるものとなっている。 

さらに第 9 回議事要旨 8 頁の「許容値を表に出すと

許容値のみ一人歩きすることを懸念。作業班としてど

のようにまとめたかを示しておく必要があると考える。」

との構成員の意見にも反するので再度修正を強く要

求する。 

 

以上 

※電波利用環境委員会（第 7 回）」の藤原主査宛

に稲毛会長名で意見書 

意見書 

平成 24 年 6 月 28 日 

情報通信審議会 

情報通信技術分科会 
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電波利用環境委員会 

主査専門委員藤原修殿 

郵便番号 170-8073 

 

住所東京都豊島区巣鴨 1-14-5 

一般社団法人日本アマチュア無線連盟 

会長稲毛章 

電話番号  

高速電力線搬送通信設備作業班の貴委員会への報

告書に対しまして、別紙のとおり意見を提出いたしま

す。 

別紙 

一般社団法人日本アマチュア無線連盟（以下、

「JARL」という。）は、今般の高速電力線搬送通信設

備作業班（以下、「作業班」という。）の報告が作業班

の審議内容を反映したものではなく、適切な議事運

営もなされなかったため、次のとおり意見を提出しま

す。 

作業班の審議における意見集約に対する疑義  

(1) 第 9 回高速電力線搬送通信設備作業班議事要

旨にも明記されているとおり、今回、貴委員会に報告

すべき規制値は確定出来ず、あくまでも目安の数値

しか報告出来ないことが作業班としての結論であっ

た。 

JARL としてもこの意見に同調し終会した。 

しかるに作業班から貴委員会への報告書においては、

作業班にて確定した規制値として報告がなされてい

る。  

(2) 作業班の結論が、事務局と一部の構成員の個別

の話し合いで修正されるようなことはあってはならな

い。発言は議事が終了した時点で公のものである。

作業班事務局は JARL からの質問に、「発言者である

構成員とも調整した上で、報告案とした」と回答してき

たが、もはや構成員の一部に過ぎない発言者個人と

作業班事務局で勝手に内容を修正することは許され

るものではない。これは会議の基本的ルールである。 

事務局はあくまでも事務方であり、結論を変更させら

れるものではない。報告書作成上の編集作業に付随

する文言の修正については構成員一同了解したが、

このような内容の変更は了解していない。 

作業班の結論はあくまでも構成員全員の論議を通じ

て、全ての構成員の総意によりなされたものでなけれ

ばならない。 

この重大な変更が、作業班の会議も持たれずに事務

局の一存で行われたことは、作業班無視も甚だしく、

JARL はこの報告書を作業班構成員として認めない。 

以上 

 

以上が、JARL の対応状況ですが、その一方、PLC

行政訴訟、電波監理審議会への異議申し立て問題

についての概括も行われています。 

Web 上の文章は次の通りです。 

PLC をめぐる電波監理審議会審理の実態！ 

東京都市大学大学院教授 青山貞一 JA1IDY 

 2011 年 9 月 6 日 

過去、約 5 年間、国相手に行ってきた PLC（電力線

搬送通信）についての第 21 回目の電波監理審議会

異議申し立て審理（行政不服審査）が実質的に結審

した。今後はと言えば、佐藤主任審理官が過去実に 

21 回も行ってきた異議申し立て審理の内容をまとめ、

電波監理審議会の委員に意見具申するとのことであ

る。 

 大きな節目を迎えたので、ここに PLC 行政訴訟、電

波監理審議会への異議申し立て問題について私な

りに概括しておきたい。 

行政訴訟から異議申立への道程 

 PLC（Power Line Communication）、電力線搬送通

信は電力線を通信回線としても利用する通信技術で

あるが、PLC において家庭用の電力線（交流 100V）

は、もともと高周波を重畳することを想定してはいな

かったため、電力線に高周波を重畳すると電力線が

アンテナとして作用し漏洩電磁波が発生することにな

る。 

 またその周波数が短波帯の電波と重なるため、短

波ラジオ、アマチュア無線、非常通信用無線などの

無線通信、電波天文学などに甚大な影響が出る可

能性がある。 

 それを危惧する短波放送聴取者・アマチュア無線

家らは、2006 年 12 月 7 日、総務省に PLC の解禁

やメーカーへの事業認可の取り消しを求めて行政訴

訟を起こした。さらに訴訟とは別にアマチュア無線家

等 115 名は 2007 年 1 月 15 日に、他の無線通信機

器や電気製品（家庭用の医療機器など）への影響の

検証が不十分だとして、総務省により PLC 機器に対

して交付された型式指定処分に対する異議申立てを

行い、電波監理審議会で審理が進められてきた。 

 この紛争で、私たちは当初、東京地方裁判所に抗

告訴訟として、国が行う電波法の省令改正を差し止

める行政訴訟を提起したが、国（総務省）は直ぐに行

政処分、すなわち電波法の省令のなかで PLC を新

たな通信方式として型式指定した。 

 そこで私たちは差し止め訴訟から処分取り消し訴訟

に変更し、実質審議に臨んだが、東京地方裁判所の

判事は、国側の言い分、すなわち前置主義、裁決主
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義を認め、本件は東京地裁ではなく、行政処分を行

った行政庁である総務省が主管する電波監理審議

会に異議申し立てをすべしと判決した。私たちはこれ

を不服として東京高裁に控訴するとともに、他方で行

政不服審査として電波監理審議会に異議申し立てを

行ったのである。 

電波監理審議会は何なのか 

 それからすでに 5 年間弱が経過したことになる。こ

の間、電波監理審議会で行った審理は 21 回に及ぶ。

しかし、何とこの間、電波監理審議会における審理に、

電波監理審議会の委員は一度も出席すらしなかった。

この電波監理審議会審理を国は準司法などとしてい

たが、一体何が準司法なのであろうか？ 

 審議会の委員は一度も参加せず、審理内容も聞か

ず、判事代わりの主任審理官が 5 年間弱、21 回分

の審理内容をまとめ委員に報告するというのである。 

  以下の電波監理審議会の委員リストを見ると、どう

みても PLC 問題のかけらもまともに理解できそうな委

員がいるとは思えない。 

電波監理審議会委員一覧 (敬称略 ) 

（氏名）    （主要現職） 

会  長：原島博 東京大学名誉教授 

会長代理：前田忠昭 東京瓦斯株式会社顧問 

松崎陽子 消費生活アドバイザー 

山田攝子 弁護士 

山本隆司 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 ちなみに、会長の原島博氏のプロフィールは以下

の通りである。 

 すなわち、情報工学者。1945 年 9 月 12 日東京生

まれ。1973 年東京大学大学院博士課程修了。東京

大学名誉教授。ヒューマンコミュニケーション工学、つ

まり「人間と人間の間のコミュニケーションを技術の立

場からサポートする」ことに関心をもち、その立場から、

「感性コミュニケーション」の研究を行っ「空間共有コミ

ュニケーション」やている。また、1995 年に「日本顔学

会」を発起人代表として設立、「顔学」の構築と体系

化に尽力している。 

 総務省はあえて上記のような委員を置いているのだ

ろう。委員は国会承認事項となっているが、行政不服

審査制度そのものは、司法救済をもとめる国民の権

利を完全に遮断し、私たちに膨大な時間とカネを使

わせ、結果的に棄却するための前置制度としかいい

ようがない。原告団長の草野利一氏は、これについ

て、次のように述べている。 

 『電波とは全く無縁の人達ばかりじゃないですか！

委嘱する総務省の方は無知の人の方が御しやすい

わけで、それ自体はわかりますが引き受ける方のモラ

ルが大問題です。』 まさに至言である。 

 今後、年内に佐藤主任審理官が電波監理審議会

の委員に 21 回の審理内容、準備書面、証拠、参考

人証言内容などを報告するとのことだが、委員リスト

にある委員が、どうみても実質審理の内容を理解し、

私たちにとってまともな判断を示すとは思えない。 

 草野さんはこれについて次のように述べている。 

 『裁判員裁判だってプロの裁判官は含まれていて、

プロの裁判官の意見が多数に入っていないとダメじ

ゃないんですか？ 電波に関して一人も専門知識が

ある委員がいないなんて、佐藤主任審理官は私が決

めるのではないなどと言っていましたが、間違いなく

100 パーセント佐藤主任審理官の報告に依存するで

しょう。これでは詐欺ですね。』 これも至言である。 

異議申立を総括する動画を YouTube 上に公開 

 私は 9 月上旬、異議申し立て審理の最終弁論が

終わったので、この 5 年間弱を総括する動画を制作

しようということになり、環境総合研究所のビデオスタ

ジオで、仕事の同僚に PLC 問題について一項目ず

つ質問を出してもらい、私（青山貞一）が回答する一

問一答形式のインタビューのビデオ収録を行った。

一般人でもある程度理解可能なように配慮したことも

あるが、概要ビデオの収録は何と約 2 時間かかっ

た。 

私は YouTube から特別許可をもらっており、通常 

1 本 15 分しかアップロードできない YouTube ですが、 

この動画は時間制限なしで全てを見ることができます。

内容はまだ不十分な部分もありますが、とりあえず青

山貞一の総括として見ていただければと思います。 

◆青山貞一・5 年に及ぶ PLC 行政訴訟総括インタビ

ュー 

http://www.youtube.com/watch?v=054iYaCLMao 

与えられた権益を個人で守る必要が有りそうですね。 

 

FTM-10/H 生産終了 

八重洲無線の FTM-10・FTM-10H 生産終

了。 

今や、バイク用定番モデルとも言うべき、FTM-10 シリ

ーズですが、その中でも、本体非防水の FTM-10、

FTM-10H は生産終了となります。 

FTM-10S・FTM-10SJMK は今後も手に入ります。 

 
 

 


