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電波利用環境委員会 報告（案）

に対する意見の募集の結果 

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（主査：藤原 修 名

古屋工業大学 総合工学プロジェクト研究

所 プロジェクト教授）は、電波利用環境

委員会報告（案）について、平成 24年 7

月26日（木）から同年8月27日（月）まで

の間、意見の募集を行いました。その結果、

49 件の意見の提出があり、提出された意

見及び意見に対する本委員会の考え方

を取りまとめましたので公表します。（一

部を抜粋いたします。） 

電波利用環境委員会報告「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」（案）に

対して提出された主な意見の概要及びそれに対する

委員会の考え方（案） 

意見提出期間：平成 24 年 7 月 26 日（木）から 8 月

27 日（月）まで提出された意見の件数：49 件 

１ 委員会報告案全般に対する主な意見 

概 要 委員会の考え方 

○PLC 利用に反対 

 

・短波帯（2-30 MHz）の無

線通信等の運用を妨害し

ないことが担保されていな

い。 

・許容値及び測定法を定

める考え方は高周波回路

の振る舞いに関する世界

の共通理解に大きく反し

ている。 

・「電波有効利用の促進に

関する検討会 中間とりま

とめ」（案）の「無線局の良 

良好な電波環境を確保

し、PLC 設備を含めた各

種の電気機器・電気設備

が無線利用と共存できる

ようにすることは重要であ

ると考えます。そのため、

屋外 PLC 設備が無線利

用と共存できる条件案を

提案したものです。PLC

設備と無線 LAN は、様々

な環境においてお互いが

補完し合うことが考えられ

ます。 

 

好な受信環境の保護」に

関する項目と矛盾してい

る。 

・ノイズの発生がゼロでな

ければ、許可してはならな

い。 

・弱い電波を受信する必

要がある業務に割り当てら

れている周波数に対して

はＰＬＣ装置にノッチを挿

入する。 

・災害等で他に手段がな

い場合の臨時措置ならま

だしも、日常的に使用する

ことについては反対であ

る。 

・送電線による低周波磁

界の人体に対する悪影響

が、欧米で問題となってい

る。 

・PLC は無線 LAN に太刀

打ちできないのが実情で

ある。パソコン、テレビ、動

画レコーダー等について

は、無線 LAN によりネット

ワークを安価に構築でき

る。 

【個人 15 件】 

 

２ 許容値、測定法に関する主な意見 

概 要 委員会の考え方 

○ コモンモード電流に

よる規制ついて 

 

・最大電力と電力配線の

空中線利得（実際に測定

された PLC 装置の出力電

力と漏えい電界強度の関

係から算定）から漏えい電

波の強さは十分推定可能

である。 

PLC 設備において通信に

必要となる電力は、空中

に電波を放射するための

ものではないので、ご指摘

は当たらないものと考えま

す。コモンモード電流によ

り規定する方法について

は、CISPR 22 では ISN を

用いてコモンモード電流

を測定する方法が 1997 年

に制定され現在に至るま 
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・最大電力で規定する方 

法は、実回路の影響が反

映しないとあるが、実回路

が最悪の状態になった場

合を想定すれば良いこと

で、問題点に答えることは

容易に可能である。 

・コモンモード電流でも漏

えい電波を規定することが

可能であるとのことである

が、原理的には、屋外・屋

内含めて全ての電力線配

線に流れるコモンモード

電流を全て知ることができ

なければ、コモンモード電

流から漏えい電波の強さ

を求めることはできない。 

・電波法上、PLC は高周

波利用設備ではなく、無

線設備として取り扱い、規

制値は出力電力とすること

が望ましい。 

【個人 3 件】 

で全世界で使用され妨害

波問題の未然防止に貢献

しています。 

○許容値について 

 

・第 8 回作業班で提案が

あったように、5dB のマー

ジンを確保する。 

・ガソリンスタンドなどでは

10m を越える延長も考えら

れる。 

・実験結果から、増分を

8dB 程度としているが、こ

れは平均値であり、約半

分は８ｄB を超えた増分を

示していることになる。 

・「平均値」による評価は、

周波数によっては重大な

影響を受ける業務が発生

することも考えられ、不適

切である。 

・屋外の電力線の共振周

波数付近では自動的にＰ

ＬＣ装置の出力が妨害を

与える可能性のないレベ

ルまで抑制されるような回

路とすること等も検討する

必要がある。 

【個人 4 件】 

より正確に評価できる統計

手法に基づき実証実験結

果を分析し、10dB 下げる

ことの妥当性を確認しまし

た。また、電力線が長くな

っても、漏えい電界が著し

く大きくなるものではありま

せん。「平均値による評

価」は、全ての帯域の平均

値ではなく、明らかに PLC

通信時の漏えい電界が観

測されている帯域での平

均値で評価しています。 

３ その他の技術的条件に関する主な意見 

概 要 委員会の考え方 

○シミュレーション及び

実証実験の妥当性 

 

・PLC が使用する 2MHz～

漏えい電界について、指

向特性を有するのか、電

力線の長さが影響するの

か、といった放射特性を把

30MHz の短波帯を測定し

ているが、電波暗室そのも

のの短波帯利用の有効性

が証明されていない。 

・電波暗室で短波帯利用

の有効性議論がなされて

いない。 

・数値シミュレーションが

単純すぎる。 

・シミュレーション及び実

証実験では、離隔距離

10m、電力線の高さ 4m で

行っているので、「10m 以

上離すこと」「4m 以内とす

ること」の条件をつけられ

たい。 

・答申案では、アンテナを

用いた測定は 30MHz 以

上だけで行われており、

30MHz 以下は、電源端子

における伝導妨害波を測

定している。接続されるケ

ーブルの状態によって輻

射雑音が変化するため、

アンテナを用いた測定が

必要である。 

・定性的な傾向は判明す

るが、定量的な決定につ

いて有効とは言えない。 

・実証実験が 2 ヶ所である

ことは、根拠とする件数が

あまりにも少ない。 

・数値シミュレーションと模

擬実験の比較検討につい

て、簡略化したモデルと数

値シミュレーションがよい

一致を示すことが述べら

れているが、数値計算と

模擬実験ともに、限定され

た条件が前提としてあるわ

けで、これらを一般化する

には，もっとさまざまな条

件のもとでの検討が必要

ではないか。 

・図 4.9、図 4.11、共に

2MHz の PLC 通信時の電

界は30～35dbμV/mであ

る。 

・特に第 7 回資料 7-4 31

頁及び 33 頁には 40～

60db を測定していて低い

短波帯の特徴がよく出て

いる地点がある。 

・構成員から、6～8MHz

帯のノイズについて、屋外

照明塔からの雑音が指摘

握するためのシミュレーシ

ョンや実証実験であり、簡

略化したモデルを用いた

数値シミュレーションの結

果と模擬実験で得られて

いる測定結果の傾向が一

致しており、漏えい電界の

状況を把握するのに有効

といえます。今回、提案が

あった利活用方法をモデ

ル化し、そのモデルによる

シミュレーション等で得ら

れた結果を実証する上で

必要な実験データは得ら

れたと考えています。測定

法 、 測 定 対 象 に つ い て

は、国際標準に沿った方

法であり、ご指摘は当たら

ないものと考えます。 
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されている。 

・PLC の使用周波数であ

る 2MHz の波長 150m の 5

倍程度の長さの線路を用

い、全ての周波数におい

て、あらゆる方向で垂直/

水平偏波面で測定を行わ

なければ最大雑音は求め

られない。 

・屋外配線の形状によっ

て、それぞれの場所での

コモンモード電流は大きく

変化するため、配線全体

のコモンモード電流を測

定し、積分しなければなら

ない。 

・屋外 PLC に分岐がない

と想定しているが、防犯カ

メラの複数接続、電気自

動車の複数台の充電な

ど、分岐が想定される。 

・E=120πH は、波長に比

べて十分離れた場所であ

り、10m は近すぎる。 

【個人 15 件】 

○他の無線設備への影

響 

 

・現行の屋内 PLC によって

短波周波数帯に雑音が大

きく増加している。  

・短波周波数帯は短波放

送や航空無線に使われて

いる。  

・現行の屋内 PLC によって

短波周波数帯の放送受

信や通信に妨害がある。  

・アマチュア無線の使用周

波数帯域にはノッチを挿

入されたい。 

【個人 4 件】 

共存条件案は、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、電力線から

の漏えい電波について周

囲雑音程度以下となるよう

設定しています。 

○非常に高い漏えい電

界の発生 

 

・現行の屋内 PLC の技術

基準に問題がないという

前提で屋外への拡張が行

われているが、現行の屋

内PLCを木造住宅で使用

した際、技術基準の想定

を 20dB 超える強い漏えい

電波が発生し、短波放送

受信を妨害することが分

かっている。 

・ISN で測定されたコモン

モード電流に対して許容 

ご指摘の木造家屋での実

験は、不明な点が多く、測

定条件、環境等の差異に

よるものと思われます。

4.6.1 に記載しているよう

に、極端に悪い条件が重

なれば、漏えい電波の電

界強度が想定よりも高くな

ることがあり得ますが、非

常にまれであると考えま

す。また、万が一、電界強

度が強くなり、実際に障害

が発生した場合には、電

波法第１０１条に基づく措

置の適用が可能です。 

値を設けたとしても、漏え

い電波の強さを規定する

ことは原理的に不可能で

あり、測定法として無効で

ある。 

・表４．２を見る限り、漏え

いと呼べるレベルをはるか

に超え、大きな妨害を与

えるレベルにあると言え

る。 

・屋内と屋外を繋いで通

信する場合も想定してい

るのに、屋外部分だけを

切り出してシミュレーション

している。 

【個人 10 件】 

 

 

４ 検討の進め方に関する主な意見 

概 要 委員会の考え方 

○意見の集約 

 

・報告書案で示された許

容値は、推進派、懸念派

の双方から意見があり、第

9 回作業班において合意

があったが、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

になっており、日本アマチ

ュア無線連盟では、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

班事務局に提出したが、

記述が改められることはな

かった。 

・当連盟では、「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」では連

盟の意見は取り上げられ

る事なく、「広帯域電力線

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

けられることとなった。 

【一般社団法人日本アマ

チュア無線連盟、個人 9

件】 

委員会報告案及び作業

班報告は、委員会等での

議論を踏まえ、日本アマ

チュア無線連盟を含む構

成員の様々な意見を総合

的 に と り ま と め た も の で

す。なお、日本アマチュア

無線連盟の構成員からの

意見書等は、委員会報告

案及び作業班報告に反

映しています。 

５ その他の主な意見 
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概 要 委員会の考え方 

○閣議決定について  

 

・行政刷新会議で審議さ

れ、閣議決定されたのは

「スマートメータの普及促

進に向けた屋外通信」で

あったのに、PLC-J が提案

したのは、「防犯カメラと電

気自動車の充電制御」で

あり、異なっている。 

・スマートメータについて

検討されていない。 

【個人 10 件】 

閣議決定を踏まえて検討

を進めてきており、修正の

必要はないものと考えま

す。今回の報告案は、同

一の分電盤の屋内側に設

置されるPLC設備が対象と

なります。今後、分電盤の

屋内側と外側の通信の要

望があった場合は、改め

て検討することになりま

す。 

○電波監理審議会にお

ける異議申立て 

 

・従来の屋内ＰＬＣとの整

合性があるとしているが、

その屋内ＰＬＣについては

電波監理審議議会の結

論が出ていない。別途検

討するべきである。 

・電波監理審議会での審

理結果を受けなければ報

告は出せない。 

・審理では、多数の妨害

事例、コモンモード電流に

よる規制に瑕疵があること

が報告されている。   

【個人 3 件】  

電波監理審議会に付議さ

れている屋内 PLC 設備の

型式指定処分に係る異議

申 立 て に つ い て は 、 現

在、審理中です。 

 

「情報空白」届かぬ SOS 

通信手段は複数の備え必要 

 「だれか、聞いていませんか……」。昨年 9月、紀伊

水害で 103世帯、計 195人が孤立した奈良県十津川

村。自室のアマチュア無線の送受信機から漏れ聞こ

える悲痛な声に中学校教諭、玉置久稔さん（50）はハ

ッとしだ。 

 約 20 ㌔離れた同村上湯川に住む田中昌次さん

（71）からだった。土砂崩れで兄が死亡し、集落 23 世

帯が孤立したという。道路が寸断され、電話も通じな

いなか、被害状況やヘリコプターの要請などを、玉置

さんらが中継して役場へ伝え続けた。 

 「食料も自家発電用のガソリンも切れそうで、不安を

通り越して震えるような緊張状態。家族で励まし合っ

ていた。無線を聞いてくれていて助かった」。田中さ

んが振り返る。 

 同村では 30 年近く前にアマチュア無線が広がり、

500 人以上が免許を持っていた。携帯電話の普及で

村の無線クラブは休眠状態になっていたが、会長の

佐古金一さん（64）は「携帯と違い、多くの人に同時

発信できる。災害には強い」と新たなネットワークづく

りを進める。 

 そうしたアマチュア無線の役割が、各地で見直され

ている。山間地域が多い島根県出雲市や岡山県新

見市などは、地元の同無線団体と災害時の協定を結

ぶ。 

 災害で孤立の恐れがある集落は全国に約 1 万

9000か所（内閣府調査）あり、山間地域に9割が集中

する。「SOS」が発信できないと、救助や救援物資が遅

れる。険しい地形と費用面から新たな道路整備は難

しく 緊急時の通信手段の確保が生死を分ける。 

 各自治体は衛星携帯電話の配備を進め、十津川

村でも全集落に計 54 台を置いた。NTT ドコモ関西支

社（大阪市）は、災害時に自治体などに貸し出す衛

星携帯を 180 台に増やした。 

 それでも、広い地域をカバーするには限界がある。 

 人と防災未来センター（神戸市）の宇田川真之・主

任研究員は「防災行政無線も含めて複数の通信手

段の備えが必要」としたうえで、「外からの情報に依存

するだけでなく、集落単位で判断、行動する力を高

めておくべきだ」と指摘する。 

 2010 年 7 月の豪雨で 335 人が孤立し、このうち 22

人がヘリコプターで救助された広島県庄原市。1 時

間に 90 ㍉を超す「ゲリラ豪雨」に市の避難勧告は後

手になった。 

 同市川北町などでは一人暮らしの高齢者が多く、

災害時は民生委員らが救助に向かう。「市からの指

示を待っていたら間に合わない。雨の降り方や川の

異変に気付いたら、まず声を上げてほしい」。自治振

興区長の大迫孝さん（64）は住民からの「一次情報」

の発信を呼びかける。 

 台風のたびに孤立してきた高知県越知町では、集

落で用地を提供して伐採、造成を行い、ヘリポートを

建設。すでに住民主導で 3 か所を整備し、来春には

4 か所目が完成の予定だ。 

 過疎化、高齢化が進む地域で情報の「空白」と孤立

化への不安は消えない。住民には「自分の命は自ら

守る」という意識が高まりつつある。 

紀伊水害の際、
アマチュア無
線で情報発信
を続けた玉置
さん（奈良県
十津川村で） 

 

 

 

 


