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ＱＳＬカードの配布 

QSL カードの図案が次のように決まりました。 

QSL カードは、出来上がり次第、支部事務局宛てに

一括して郵送いたしますので、支部事務局は、お手

数ですが、所属支部会員への配布をお願いいたしま

す。 

なお、本部役員については、本部より直接郵送いた

します。 
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総務庁が規制改正 

宇宙飛行士と FM 電話で会話 

『総務庁は国際宇宙ステーション（ISS）で働く宇

宙飛行士とアマチュア無線家が FM 電話で音声通 話

できるようにするため、関係規制を改正することを

決めた。アマチュア無線に使う 144.49 メガヘルツ

の周波数の電波は現在、帯域幅６キロヘルツと定め

られているが、約７倍の 40 キロヘルツ幅まで使え

るようにし、FM 電話の利用を可能にする。11 月 21

日までの一般 意見募集手続きを経て、12 月末に正

式に告示に関係文章を追加する。』 

【関連資料】 

総務省 平成１３年１０月２５日 
アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の

使用区別の変更に関する意見募集 

  現在、日本、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ各国

及びロシアにより国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）

の建設が進められており、宇宙飛行士と青少年の交

流及び技術啓発を目的としたアマチュア無線による

通信を行うことが可能となっております。 

  総務省は、「アマチュア業務に使用する電波の型

式及び周波数の使用区別を定める件」（平成８年郵

政省告示第６６４号）において、アマチュア業務に

使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定めて

おりますが、現在この告示により周波数 144.49MHz

は、音声通信（ＦＭ）には、使用することはできな

いこととなっております。 

  ついては、アマチュア無線の発展のために有益で

あることから、国際宇宙ステーションと我が国のア

マチュア無線局が音声通信（ＦＭ）をすることがで

きるよう、この告示を改正することとしました。告

示の施行は、意見募集結果の取りまとめ後早急に行

うこととします。 

  告示案の概要は、別紙１のとおりです。 

  この改正案に対して意見を提出される方は、別紙

２の様式にて、郵便、ファクシミリ又は電子メール

により下記の連絡先あてに、平成１３年１１月２１

日（水）午後３時必着でお送り下さい。 

  お寄せいただいた意見については、それに対する

総務省の考え方を取りまとめて公表いたします。そ

の際、意見を提出された方の氏名（法人にあっては

名称）その他属性に関する情報も公表することがあ

りますので、あらかじめご了承願います。 

  なお、この告示案は、下記の連絡先においても配

布しております。 
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総務省 平成１３年１０月３日 
2000年世界無線通信会議による国際周波数分配表の

改正等に伴う周波数割当計画の一部変更案に関する

意見の募集 

 国際電気通信連合（ITU）の 2000 年世界無線通信

会議（WRC-2000、2000 年 5 月 8日から 6月 2日、ト

ルコ共和国イスタンブール開催）において、ITU の

無線通信規則で規定される周波数分配表が見直され、

2002 年１月１日に発効します。 

 総務省では、この周波数分配表の変更等を反映す

るため、「周波数割当計画」（平成１２年郵政省告

示第７４６号）を一部変更することとし、その案に

ついて意見の募集を行うことといたしました。 

 一部変更案の概要は、別紙のとおりです。 

 本案について意見を提出される方は、住所､氏名(法

人又は団体の場合は、名称､代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地)及び連絡先の電話番号を明記の

上､郵便、ファクシミリ又は電子メールにより、連

絡先に平成 13 年 10 月 31 日午後３時必着でお送り

ください（日本語で作成願います。）。 

 お寄せいただいた意見については、それに対する

総務省の考え方と合わせて公表いたします。その際、

意見を提出された方の氏名（法人等にあっては名称）

その他属性に関する情報も公表することがあります

ので、あらかじめご了承願います。 

 なお、本案については、連絡先においても配布し

ております。 

2000年世界無線通信会議による国際周波数分配表の

改正等に伴う周波数割当計画の一部変更案の概要 

１ 改正の必要性 
 2000 年世界無線通信会議（WRC-2000、2000 年 5

月 8日から 6月 2 日、トルコ共和国イスタンブール

開催）において、国際電気通信連合憲章に規定する

無線通信規則（RR）の一部が改正され、2002 年１月

１日に発効する予定である。 

 当該 RR の一部改正における周波数分配表の改正

に伴い、我が国の周波数分配を定める周波数割当計

画の変更等を行うものである（別添：新旧対照表参

照）。 

２ 主な変更内容 
(1)成層圏無線プラットフォーム用周波数の追加分

配 

[WRC-2000 の結果] 成層圏無線プラットフォーム

（HAPS）の多様な利用ニーズに対応するため､

31.0-31.3GHz（アップリンク）及び27.5-28.35GHz(ダ

ウンリンク)の周波数帯がHAPSに分配された。また、

既に IMT-2000 用に分配されている周波数帯の一部

（1885-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz）

については、HAPS を基地局として用いる IMT-2000

サービスに使用可能とされた。 

[周波数割当計画の変更] WRC-2000の結果をそのま

ま反映。 

(2)固定業務における高密度に配置して使用する無

線通信システムの周波数の特定 

[WRC-2000の結果] 固定業務における高密度に配置

して使用する無線通信システム（HDFS: High Density 

applications in the Fixed Service）に使用可能

な 周 波 数 帯 （ 31.8-33.4GHz 、 51.4-52.6GHz 、

55.78-59GHz 及び 64-66GHz）に、37-40GHz 及び

40.5-43.5GHz が追加された。 

[周波数割当計画の変更] WRC-2000の結果をそのま

ま反映。 

(3)無線航行衛星業務への周波数の追加分配 

[WRC-2000の結果] 無線航行衛星システムの需要増

に 対 応 し ､ 1164-1215MHz 、 1260-1300MHz 及 び

5010-5030MHz の周波数帯を「宇宙から地球」及び「宇

宙から宇宙」に、1300-1350MHz 及び 5000-5010MHz

の周波数帯を「地球から宇宙」に、並びに

1215-1260MHz 及び 1559-1610MHz の周波数帯を「宇

宙から地球」に加えて「宇宙から宇宙」に使用可能

とされた。 

[周波数割当計画の変更] WRC-2000の結果をそのま

ま反映。 

(4)18.6-18.8GHz 帯における地球探査衛星(受動)業

務への周波数の分配 

[WRC-2000 の結果] 18.6-18.8GHz の周波数帯にお

ける地球探査衛星(受動)業務が二次業務から一次業

務に格上げされ､同業務を保護するために固定業務

及び固定衛星業務の発射に関する制限が周波数分配

表の脚注に規定された。 

[周波数割当計画の変更] WRC-2000の結果をそのま

ま反映。 

(5)30GHz以下の非静止衛星システムと静止衛星シス

テム等との共用条件の設定 

[WRC-2000の結果] 非静止衛星による固定衛星業務

と､静止衛星による固定衛星業務及び放送衛星業務

等との間の共用条件及び調整手続きが周波数分配表

の脚注に規定された。 

[周波数割当計画の変更] WRC-2000の結果をそのま

ま反映。 

(6)71GHz以上における地球探査衛星(受動)業務及び

電波天文業務への周波数の分配 

[WRC-2000 の結果] 71GHz 以上 275GHz 以下の周波

数帯における周波数分配表が再編成され、

76-77.5GHz等複数の周波数帯において地球探査衛星

(受動)業務及び電波天文業務に追加分配された。 

[周波数割当計画の変更] WRC-2000の結果をそのま

ま反映。 

(7)80GHz 帯及び 140GHz 帯におけるアマチュア業務

及びアマチュア衛星業務への分配 

[WRC-2000 の結果] 75.5-76GHz 及び 142-144GHz に

おけるアマチュア業務及びアマチュア衛星業務への

分配が削除され､77.5-78GHz及び134-136GHzに分配

された。 

[周波数割当計画の変更] WRC-2000の結果をそのま

ま反映。 

(8) IMT-2000 への周波数の追加分配 

[WRC-2000 の結果] 各主管庁は 806-960MHz、

1710-1885MHz 及び 2500-2690MHz の周波数帯の中か

ら国内需要や他の業務による利用等を考慮して適当
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な周波数帯を IMT-2000 に使用することができると

決められた。また、各主管庁は移動衛星業務に分配

さ れ て い る 1525-1544MHz 、 1545-1559MHz 、

1610-1645.5MHz、1646.5-1660.5MHz、1980-2010MHz、

2170-2200MHz、2483.5-2 500MHz、2500-2520MHz 及

び 2670-2690MHz の周波数帯の中から適当な周波数

帯を IMT-2000 衛星系に使用することができるとさ

れた。 

[周波数割当計画の変更] ここで挙げられた周波数

帯における IMT-2000 用の具体的な周波数について

は ITU の研究委員会で検討中であり、その検討結果

を考慮して国内分配を決定する必要があるため、今

回の周波数割当計画の一部変更には、IMT-2000 の具

体的な追加周波数は盛り込まないこととする。 

(9)275GHz 以上の周波数利用 

[WRC-2000 の結果] 周波数分配表の上限周波数

400GHz が 1000GHz に拡張され、これらの周波数帯に

おいて電波天文業務、地球探査衛星業務(受動)及び

宇宙研究業務(受動)によるスペクトル線測定の必要

性に関する注意喚起がなされた。 

[周波数割当計画の変更] 周波数割当表の上限周波

数は 1000GHz に拡張するが、電波天文業務、地球探

査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動)によるス

ペクトル線測定が行われる周波数帯については、周

波数の分配が行われていないので、現行の周波数割

当計画と同様明示しない。 

(10)その他 

 WRC-2000で決定された周波数分配表におけるその

他の変更に対応した周波数割当計画の変更に加えて、

現行の周波数割当計画における誤記等の訂正及び記

述の現行化を行う。 
 

ＰＣＬの調査実験 

448回理事会で「電磁環境分科会」が、「電磁環境

委員会」として独立しました。事務局：JARL 技術

研究所 

なお、[低]電力線搬送通信（PLC）については、「電

磁環境委員会」(JA1XF 芳野赳夫 委員長)が担当に

なります。 

11月23日に19名のアマチュア無線家によって、阪

大吹田キャンバスに於いて、「電力線搬送通信（Ｐ

ＬＣ）による短波帯受信への影響、およびアマチュ

ア局の送信によるＡＮＴ近傍にある配電線への影

響」の調査実験が行われました。 

実験の概要： 

１．仮想的な電力線搬送通信装置の設置 

２．電力線搬送通信路のインピーダンス調査 

３．電力線搬送通信による短波帯受信への影響調査 

４．無線局による電力線搬送通信への影響調査 

実験結果については、報告書という形式で Web ペ

ージに上げるそうです。 

報告書の内容。 

実験に至る経緯 

実験の環境（場所、実験回路、計測機器等） 

実験で得られたデータ 

ご存知でしたか？ 

 dB と dBi の違いは？ 

dBは1/2波長ダイポールアンテナを基準とした利得

表示で、正確には dBd と表示します。dBi はすべて

の方向に均等に電波が放射される仮想アンテナを基

準とした利得表示で、アイソトロピック比と呼ばれ

ています。両者の間には 0dBd＝2.14dBi という関係

があります。dBi で表示すると数値が 2.14 大きくな

るため、カタログ表示で多用されています。 

 モービルアンテナとは・・・  

アンテナの性能を表すものさしに動作利得(ゲイン)

というものがあります。動作利得は数値が大きけれ

ば大きいほど高性能となりますが、この数値が大き

くなるとアンテナの形状は大きくなるという性質を

もっています。高速走行を行う自動車にあっては受

風面積が問題となるため、むやみに動作利得を追求

することは避けなければなりません。受風面積が小

さく強度的にも優れた棒状のホイップアンテナがモ

ービルアンテナの基本となっています。  

 よいアンテナとは 

モービルに在っては安全性が第一に配慮されなけれ

ばならないので、形状と長さに厳しい制約が生じま

す。この制約の中で高性能、多機能化を実現し、な

おかつ車のフォルムにマッチしたものがよいモービ

ルアンテナといえるでしょう。  

 電波って何？  

電磁波といえば電波はもちろん放射線や可視光線を

も含む広い範囲を指しますが、電波法では 300 万

MHz(3000GHz)以下の周波数の電磁波を電波と定めて

います。現在通信手段として実用になっているのは

100GHz 程度までであり、アマチュア無線では 1.3GHz

以下の周波数がよく使われています。  

 アンテナの働き 

トランシーバーの送信部で作られた高周波エネルギ

ーは同軸ケーブルを通ってアンテナに送られますが、

この段階ではまだ電波とは言いません。アンテナか

ら空間に高周波エネルギーが放射されてはじめて電

波となります。いかに効率よく高周波エネルギーを

放射するかということは無線通信においてきわめて

重要なことなのです。 

送受兼用で使用するアンテナでは、放射効率の善し

悪しはそのまま受信効率になります。つまり、いか

なるトランシーバーを使おうとも、電波が遠くまで

届くかどうかはアンテナ次第だといえるでしょう。

豪華なトランシーバーでも貧弱なアンテナではダメ！ 

 無指向性と指向性の違い 

アンテナの性能を表すものとして指向特性がありま

す。指向特性はアンテナからどの方向に対してどれ

だけ電波が放射されるかを示すもので、大地を基準

にして大地と平行な面の水平面特性と大地に垂直な

面の垂直面特性があります。 

水平面特性が円となるアンテナを無指向性アンテナ

といい、いずれの方角にも均等に電波が放射されま
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す。これに対し、水平面特性を一方向に集中させた

アンテナをビームアンテナ(指向性アンテナ)といい

ます。 

無指向性アンテナにはグランドプレーン、ホイップ

などがあり、ビームアンテナには八木アンテナなど

があります。 

 ＦＢ比とは？ 

八木アンテナの指向特性図にはフロント方向のメイ

ンローブと不要なスプリアスローブとがあります。

スプリアスローブの中で最大のものが主ビームの反

対方向に生じるバックローブ。 

フロント方向のメインローブを基準値 0dB とし、ど

れくらいのバックローブがあるのかを示すのが、FB

比(Front/Back)である。－20dB のように表示され、

マイナス数値が大きいほど良好な特性となるわけで

す。 

 

元日メール制限 

パンク防止に送信８回に１回だけ 

 NTT ドコモは十六日、来年の元日に携帯電話によ

る電子メールの送受信を大幅に制限することを決め

た。インターネット「ｉモード」の普及に伴って、

新年のあいさつをする「おめでとうメール」が大量

にやり取りされ、通信設備がパンクする恐れがある

ためだ。電子メールの送受信だけを対象にした通信

制限は携帯電話業界で初めてとなる。 

 ドコモのメール制限は、一月一日午前零時の数分

前から同日未明までの数時間実施される。ｉモード

対応の携帯電話から発信されたメールを八回に一回

だけ受け付け、それ以外は送信できないようにする。

利用者の携帯電話の画面には「しばらくお待ち下さ

い」などと表示される。 

 パソコンや他社の携帯電話からドコモの携帯電話

に送られてくるメールについてもドコモのｉモード

センターで受信数を制限するほか、受信したメール

も送信処理を遅らせ、通信設備のパンクや故障を防

ぐ。 

 ドコモは昨年と今年の正月も通信制限をしたが、

音声とメールを一括して制限していた。しかし、ｉ

モード加入者が前年の約二倍の約二千九百万人に達

し、電子メールによるあいさつが急増することが予

想されるため、今回は音声通話の制限は前年よりも

早めに解除し、電子メールだけを制限する新方式に

切り替えるそうです。 

 

アカウミガメ 

今夏は来なかった／明石市の海岸 

環境省のレッドデータブックで絶滅の危険が増大

している「絶滅危ぐ２類」に指定され、世界的にも

著しく減っているアカウミガメ。昨年まで、ほぼ隔

年で明石市の海岸に上陸、産卵が確認されていたが、

今シーズンは上陸が確認されなかった。沖での目撃

情報や、８月には神戸の須磨海岸でオスの死がいが

打ち上げられたことなどから、近海にやってきてい

たのは間違いなさそうだが、なぜ、今年は上陸しな

かったのか。 

アカウミガメは世界の温、熱帯海域に分布。５月

から８月が産卵期で、本州、四国、九州、南西諸島

の海岸線は北太平洋唯一の産卵地になっている。日

本では、年間約２５００から３０００回の産卵があ

るとされているが、ほとんどが外海に面した浜で、

明石のような内海部での記録は極めて珍しい。加え

て、人工の砂浜のため関係者たちも注目してきた。 

明石市の海岸治水課はウミガメ情報の窓口。今年

６月に情報提供を呼びかける看板を海岸沿いに設置

した。８月１７日、「ウミガメが掘ったような穴が

ある」という一報が市民から寄せられ、同課の川井

祐輔さん（２７）らが周辺を掘り返してみたが、上

陸や産卵の痕跡は見つからなかった。 

しかし、例年なら１５センチも掘れば湿り気のあ

る土の層が出てくる海岸で、今夏は３０センチ掘っ

ても乾いた砂ばかり。「猛暑が産卵に影響したのか

も」と、川井さんは振り返る。 

日本ウミガメ協議会（大阪府枚方市）の亀崎直樹

会長（４５）は「猛暑は全国的なもの。他の地域で

は昨年よりも上陸頭数が多いところもあったと聞

く」と暑さ説を否定する。 

一方、海岸の整備を進める国土交通省姫路工事事

務所は“ウミガメに優しい海岸づくり”をキャッチフ

レーズに、同市林崎から大久保町江井ケ島間約５・

９キロを人工浜に整備している。海岸の浸食や高潮

対策として１９８２年に始まった整備事業が、結果

として４年後にウミガメを呼ぶ成果を上げた。 

今年は、藤江地区で砂浜をつくる養浜工事。八木

地区で砂浜を固定するための突堤工事が行われた。

両地区は上陸、産卵実績が多い場所。同事務所は「過

去に工事地区の近くで産卵した例もあった」と話す。

人工浜の工事は毎年行われており、明石特産のノリ

の養殖に影響が出ないよう５月から９月上旬までの

間に限定。しかし、産卵期と重なるため、ウミガメ

への影響の懸念は消えない。 

「明石のような都市部に近いところでは、ウミガ

メだけのために海岸を確保することは難しい。それ

でも工事時間を短縮するなどの工夫がほしい」と亀

崎会長。高知・室戸岬では、ウミガメが産卵前に海

岸を沖から偵察する習性に配慮して、夕方までに工

事を終えることで効果を上げているという。 

市や国が別々にウミガメ保護をアピールするので

はなく、産卵シーズンの前に、ウミガメの迎え入れ

方について協議するなど、連携した取り組みが求め

られる。 

 

 

な～んと！今年は例年よりも大量のキハダマグロ

が明石沖に居座っております。 

１メータクラスのマグロが集団でドボン、ドボン

と飛び跳ねている姿は、壮快です！。当分は居座る

と思いますので、大倉海岸辺りでも見ることが出来

ると思いますので、出かけられたらいかがでしょう

か。 


