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ＦＡＸサービス運用停止のお知らせ 

いつでも手軽に情報を引き出すことができるシス

テムとして、1996 年(平成 8年)から利用していまし

た「アマチュア無線 FAX サービス」は、インターネ

ットが大幅に普及してきたことにより、最近の利用

件数は数百件に落ち込むという状況が続いており、

4月末日で運用が停止になります。 

講習会に関した詳しいことは、 

JARD 養成部(Tel03-5395-3212)へ 

国家試験に関しては、 

電話番号(Fax03-3233-0055)と情報番号(0301、

0302)はそのままで、引き続き財団法人日本無線

協会により継続されることになっています。 

 

電波法施行規則の変更 

アマチュア無線で小中学生に科学技術への興味を 

総務省は、アマチュア無線の操作に必要な無線従

事者の資格を持っていない小中学生でも、一定の条

件の下であれば国際宇宙ステーションのアマチュア

局と通信を行うことができるよう、平成 14 年 3 月

中に新たな制度を設けると発表しました。 

【経緯等】 

現在、国際宇宙ステーションの建設が日本、アメ

リカ、カナダ、ヨーロッパ各国及びロシアの世界 15

か国により進められており、国際宇宙ステーション

の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、一定の条件の下、アマチュア無線の操

作に必要な無線従事者資格を有しない小中学生（義

務教育就学年齢の者）でも、上級無線従事者の立会

いの下であれば、国際宇宙ステーションのアマチュ

ア局と無線電話による通信を行うことができるよう、

新たに告示等を制定する案に対して、平成 14 年 1

月 17 日（木）から同年 2月 14 日（木）まで意見募

集を行いました。 

提出された意見は 19 件で、提出された主な意見

の概要とそれに対する総務省の考え方は資料 1のと

おりです。 

総務省では、意見募集の結果等を踏まえ、平成 14

年 3 月中に施行する予定です。 

資料 1 主な意見の概要とそれに対する考え方 

Ｑ：無線従事者資格を取得していない者の無線設備

の操作を認めるべきではない。 簡易な講習を行い

短期限定の資格を取得させた方がよいのではないか。 

Ａ：アマチュア無線局の無線設備の操作は、原則と

して無線従事者でなければ行ってはならないことと

なっておりますが、法制度上は、ある一定の条件の

下で、例外的に無線従事者資格を有しない者がアマ

チュア局の無線設備の操作を行うことを認める場合

も想定しており、本件告示を制定することにより法

制度上の担保すべき条件を定めるものですので、問

題ありません。 

本件告示案の制度は、青少年に科学技術に対する

理解と関心を持たせることを目的として、アマチュ

ア無線により国際宇宙ステーションのアマチュア局

の宇宙飛行士と通信するという教育的プロジェクト

が世界的に行われているため、わが国においても諸

外国と同様にアマチュア無線を利用して通信をする

ことができるように措置するものです。特に、未だ

科学技術・無線通信技術に無関心である小中学生が

国際宇宙ステーションのアマチュア局の宇宙飛行士

と通信を行うことは、科学技術への理解と関心を深

める“きっかけ”を与えることができるものであり、

かつ無線通信技術に興味を抱き無線従事者資格を取

得する等、将来のわが国の科学技術・無線通信技術

の発展に資するという社会的な意義が大変高いもの

であるので、本件告示案の制度を特例として認める

ことは相当であると考えます。  

また本件は、臨時に開設するアマチュア局に限ら

れた措置であるので、短期限定の資格等の新たな資

格を設けることは適当ではありません。 

■国際電気通信連合憲章及び条約を補足する無線通

信規則 

第 S25.6 条 主管庁は、アマチュア局の機器の操作

を希望する者の運用上及び技術上の資格を検証する

ために必要と認める措置を執る。 

■電波法第 39 条の 3 

アマチュア無線局の無線設備の操作は、･･･無線従

事者でなければ行つてはならない。ただし、･･･そ

の他総務省令で定める場合は、この限りではない。 
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■電波法施行規則第 34 条の 10 

法第 39 条の 3ただし書の総務省で定める場合は、

臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をそ

の操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下

に行う場合であつて、総務大臣が別に告示する条件

に適合するときとする。 

Ｑ：立ち会う無線従事者の資格を限定する理由は何

か。 

Ａ：立ち会う無線従事者は、無線従事者資格を有さ

ない小中学生を指揮するための相当の能力が必要で

あるので、相当の知識と経験があるアマチュア関係

無線従事者資格の上級の資格としています。 

Ｑ：当該告示に定める条件の下で、第１級アマチュ

ア無線技士の立ち会いの下で行う、第 4級アマチュ

ア無線技士の資格を持つ小学生が行うことのできる

無線設備の操作の範囲はどこまで認められるのか 

Ａ：当該臨時に開設するアマチュア局において、第

4級アマチュア無線技士の資格を有する者は、第 4

級アマチュア無線技士が操作することのできる範囲

内の無線設備の操作を行うことができます。かつ、

無線従事者資格を有さない者と同様に、第 1級アマ

チュア無線技士が操作することができる無線設備の

操作の範囲内で無線電話の通信（告示の範囲内）を

行うことができます。 

なお、いわゆるゲストオペレーター制度（平成 9

年郵政省告示第 62 号二）とは異なる制度ですので

留意して下さい（いわゆるゲストオペレーター制度

においては、運用者は、アマチュア局の無線設備を

操作することができる資格を有し、かつ、当該資格

で操作できる範囲内の運用しかできません。）。 

Ｑ：電波法上の禁止事項等について説明又は簡単な

講習を行うこと等を前提として認めてはどうか。 

Ａ：科学技術に対する理解と関心を深めることを目

的として、かつ教育に資するものとして認められて

いるものですので、立ち会う上級の無線従事者等が、

無線通信技術や電波法令等についての簡単な説明又

は講習を行った上で、国際宇宙ステーションとの交

信に臨んで頂けるものと期待しております。 

Ｑ：小中学生を前提として制限しているが、年齢に

した方がいいのではないか。 

Ａ：当該告示で引用している学校教育法（昭和 22

年法律第 26 号）の条文にあるとおり、「満六歳に達

した日の翌日以後における最初の学年の初めから、

満十五歳に達した日の属する学年の終わり」に該当

する年齢の者を対象者としており、年齢による制限

と変わりません。 

Ｑ：電波法関係審査基準に 1)開設期間が適当である

こと2)交信の予定日時等に関する証明書類が添付さ

れていることが挙げられているが、柔軟に対応され

たい。 

Ａ：交信の予定日時については、ARISS（アリス）

により約 1ヶ月毎に約 2ヶ月先の学校選定が行われ

ており、その予定日時をもって免許申請を受け付け

ることとしています。ARISS からの交信予定日時の

最終通知は2週間前ですが、当該無線局については、

最初の交信予定日時の前後 1ヶ月程度を開設期間と

して認めることとしており問題ありません。なお、

当該特例の適用には、教育委員会等の後援、推薦等

が必要であるので、後援、推薦等を受けるために必

要な期間に十分留意して下さい。 

●告示案 

○総務省告示第       号 

電波法施行規則（昭和二十五年電波監理委員会規則

第十四号）第三十四条の十の規定に基づき、臨時に

開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合

の条件を次のとおり定める。 

平成 年 月 日 

総務大臣 片山虎之助 

国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を

行うことによって科学技術に対する理解と関心を深

めることを目的として社団が臨時に開設するアマチ

ュア局（アメリカ航空宇宙局が承認した組織により

当該通信に係る日時等が割り当てられており、当該

通信を行うことに関して教育に資するものとして教

育委員会等の後援、推薦等を受けている場合に限

る。）の無線設備の操作を、次に掲げる条件により

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第二十

三条に規定する学齢児童及び同法第三十九条第二項

に規定する学齢生徒が行う場合 

一 当該アマチュア局に選任されている無線従事者

である第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信

士、第三級総合無線通信士、第一級アマチュア無線

技士又は第二級アマチュア無線技士の立会いの下で

行う無線電話の操作（連絡の設定及び終了に関しな

い通信操作並びにこれに付随して行うプレストーク

方式による送受の切替えに限る。）であること。 

二 当該操作に立ち会う無線従事者が行うことがで

きる無線設備の操作の範囲内であること。 

●電波法関係審査基準改正案 

○電波法関係審査基準（平成 13 年 1 月 6日総務省訓

令第 67 号）の一部を改正する訓令（案） （オレン

ジ色は改正部分）  

改正案 

別表 3識別信号の指定基準 

第 19 アマチュア局 

(1)～(3) （略）  

(4)行事等の開催に伴い、臨時かつ一時の目的のた

めに運用するアマチュア局及び国際宇宙基地に開設

されたアマチュア局と通信を行うために臨時に開設

するアマチュア局 

（表略）  

注 当該呼出符号は、行事等にふさわしいものであ

ること。 

別紙１ 無線局の局種別審査基準 

第 15 アマチュア局 

1～17 （略）  

18 行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のため

に運用するアマチュア局 

(1) 行事等は、国、地方公共団体又は公益的団体

が主催、後援、協賛等をしているものであること。 
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（表略） (2) 行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的

なものではなく、相当の公共性を有するものである

こと。 
別紙１ 無線局の局種別審査基準 

第 15 アマチュア局 
(3) 当該アマチュア局の運用が、行事等の意義を

広めるとともに、アマチュア無線に対する理解の増

進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与で

きるものであること。 

１～17 （略） 

18 行事等の開催に伴い特別な呼出符号により臨時

かつ一時的に運用するアマチュア局 

(1) 行事等は、国、地方公共団体若しくは公益的

団体が主催し、後援し、又は協賛する等して行事等

に関与しているものであり、かつ行事等の趣旨・内

容等は、政治的又は宗教的なものではなく、相当の

公共性を有するものであること。 

(4) 申請者は、社団法人日本アマチュア無線連盟

又はアマチュア業務の健全な普及発展を図ることを

目的とする社団であって、行事等に密接な関係があ

るものであること。 

(5) その運用期間は、行事等の開催期間からみて

適当なものであること。 (2) 特別な呼出符号による運用が、行事等の意義

を広めるとともに、アマチュア無線に対する理解の

増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与

できるものであること。 

(6) アマチュア局を行事等の開催地内に設置する

ことについて、当該行事等の主催者から同意を得て

いるものであること。 
(3) 特別な呼出符号は、行事等にふさわしいもの

であること。 
19 国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信

を行うために臨時に開設するアマチュア局 
免許人は、社団法人日本アマチュア無線連盟又はア

マチュア業務の健全な普及発展を図ることを目的と

する社団であって行事等に密接な関係があるもので

あること。 

(1) 次の条件に適合すること。 

ア 申請者は、科学技術に対する理解と関心を深め

ること及び教育に資することを目的として通信を行

おうとする社団であること。 (4) その開設期間は、行事等の開催期間からみて

適当なものであること。アマチュア局を行事等の開

催地に設置することについて、行事等の主催者の同

意を得ているものであること。 

イ 国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信

を行うことについて、アメリカ航空宇宙局が承認し

た組織から予定日時等の割当ての同意を得ているも

のであること。 20～25 （略）  

ウ 教育委員会又は都道府県知事若しくは市町村長

その他これらに類する者が国際宇宙基地に開設され

たアマチュア局と通信を行うことについて、教育に

資するものとして、自ら主催するもの又は後援、推

薦等をしているものであること。 

※ARISS とは 

ARISS は、Amateur Radio on the ISS（International 

Space Station）の略称で、国際宇宙ステーション

上のアマチュア無線という意味です。  

 国際宇宙ステーション（ISS）は、高度約 400km

で地球を周回する 108m X 88m の大型宇宙施設で、

1998 年から米国、ロシア、日本、欧州、カナダが共

同で建設中です。ここにはすでに３名の宇宙飛行士

が３～４ヶ月交替で滞在しており、この中には、ア

マチュア無線の免許を持っている人もたくさんいま

す。アマチュア無線は、これら宇宙飛行士の心理的

安定を保つための要素のひとつとして、NASA（米国

航空宇宙局）始め各国宇宙機関で活動が認められて

います。  

エ 立ち会う無線従事者が、確認できるものである

こと。 

オ 開設期間は、イの同意内容から見て適当なもの

であること。 

(2) 次に掲げる事項を確認できる書類を申請書に

添付するものであること。 

ア 国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信

を行うことについて、アメリカ航空宇宙局が承認し

た組織から予定日時等の割当ての同意を得ているこ

とを証明する書類 
 ARISS は、ISS 上のアマチュア無線局の設備を開

発・運用するためのプログラムで、ISS の共同開発

国である米国、ロシア、日本、欧州、カナダのアマ

チュア無線家によって進められています。第一期の

アマチュア局は、既に ISS 上で運用されており、宇

宙飛行士は余暇時間を使って交信することが出来ま

す。 

イ 教育委員会又は都道府県知事若しくは市町村長

その他これらに類する者が国際宇宙基地に開設され

たアマチュア局と通信を行うことについて、教育に

資するものとして、自ら主催すること又は後援、推

薦等をしていることを証明する書類 

ウ 立ち会う無線従事者の氏名及び無線従事者免許

証の番号を記載した書類 ARISS の交信とコールサイン 

 国際宇宙ステーションとの交信は、テレビでもお

なじみのことでしょう。しかしこれは、宇宙飛行士

が任務の一つとして行っているもので、勤務時間中

に実施されています。 

20～25 （略） 

現行 

別表 3識別信号の指定基準 

第 19 アマチュア局 
 一方、ARISS の交信は、次の３種類に分けられて

います。 
(1)～(3) （略） 

(4) 行事等の開催に伴い、臨時かつ一時的に運用す

るアマチュア局 (1) 日時を決めて行う学校交信：スクールコンタク
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ト（Scheduled School Contact） 

(2) 宇宙飛行士の希望する相手との交信（Crew 

QSO） 

(3) 一般交信（General QSO） 

これらは、アマチュア無線の免許を持った宇宙飛行

士により、(1)と(2)は、勤務時間内に、(3)は余暇

時間に行われます。 

ISS 上のアマチュア局のコールサインは、NA1SS と

RS0ISS が使われています。 

宇宙飛行士の希望する相手との交信は、希望に沿う

よう、ARISS の運用委員会で交信日時を決めていま

す。 

一般交信は、地上で行われている交信と同じで、

CQ を出して、それに応答してきた局と交信するもの

で、ARISS の委員会が直接関与することはありませ

ん。また、DX ペデションのように、交信日時を予告

して行うこともあるでしょう。ARISS では、一般交

信の周波数を、当面、次のように決めてありますの

で、これを守って交信して下さい。 

ダウンリンク （音声およびパケット：世界共通） 

１４５．８０MHｚ 

アップリンク （パケット：世界共通） 

１４５．９９MHｚ 

アップリンク （音声：第一地域） 

１４５．２０MHｚ 

アップリンク （音声：第二地域、第三地域） 

１４４．４９MHｚ 

 パケットを除いて、地上側から ISS を呼び出さな

いで、ISS 側からの CQ もしくは QRZ に対して応答す

るだけにして下さい。 

交信時間は、通常宇宙飛行士の勤務時間である平

日（月曜日から金曜日）の 0800UTC から 1900UTC の

間の交信時間が長く取れるパスが指定されます。一

部、宇宙飛行士が起きていることになっている

0700UTC から 2100UTC の間で割り当てられる事もあ

ります。 

交信時間は、通常約 10 分です。この間に宇宙飛

行士に質問をするのですが、過去の例では、少ない

時で16問、多いときで26問の質問ができています。 

 

測量法の改正 

 測量法が改正され、経緯度の基準は世界測地系に

従うこととなりました。  

測量法の改正について 

 測量法及び水路業務法の一部を改正する法律（以

下「改正法」）は、平成 13 年 6 月 20 日に公布され、

平成 14 年 4月 1日から施行されます。 

この改正により、基本測量及び公共測量が従うべ

き測量の基準のうち、経緯度の測定は、これまでの

日本測地系に代えて世界測地系に従って行わなけれ

ばならないこととなります。この、世界測地系の定

義については、新たに法律で規定されました。 

また、罰金等の金額について、現状に即したもの

となるよう改正されました。 

世界測地系の地球の形状や大きさ（条文では「地

球を想定した扁平な回転楕円体の長半径及び扁平

率」として規定）の値については、測量法施行令に

おいて定めることとしています。 

測量法施行令の改正について 

測量法施行令は、改正法の公布を受け改正作業を

進めていましたが、平成 13 年 12 月 28 日に公布さ

れました。 

今回の測量法施行令の改正により、日本経緯度原

点の原点数値は世界測地系に基づく値となりました。

また、改正法で政令（測量法施行令）に委任されて

いた世界測地系による回転楕円体の長半径及び扁平

率を新たに規定しました。 

改正された測量法施行令は改正法と同様平成 14

年 4月 1日から施行されます。 

緯度・経度を世界測地系に変換するためのソフトウ

ェアの提供について 

改正法及び測量法施行令の公布を受け、国土地理

院では既存の公共測量及び一般に利用されている経

緯度を円滑に世界測地系に変換する体制を整備して

いただくため、改正法の施行に先立ち、経緯度変換

を行うプログラム「TKY2JGD」を無料で提供してい

ます。

http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/tky2jgd/about.h

tml 

  

 日本経緯度原点及び日本水準原点 

第二条 法第十一条第一項第四号に規定する日本経

緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。  

一 地点 東京都港区麻布台二丁目十八番一地内

日本経緯度原点金属標の十字の交点  

二 原点数値 次に掲げる値 

イ 経度 東経百三十九度四十四分二十八秒八七九  

ロ 緯度 北緯三十五度三十九分二十九秒一五七二  

ハ 原点方位角 三十二度二十分四十四秒七五六

（前号の地点において真北を基準として右回りに測

定した茨城県つくば市北郷一番地内つくば超長基線

電波干渉計観測点金属標の十字の交点の方位角） 

２ 法第十一条第一項第四号に規定する日本水準原

点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。  

一 地点 東京都千代田区永田町一丁目一番地内

水準点標石の水晶板の零分画線の中点  

二 原点数値 東京湾平均海面上二十四・四一四○

メートル 

（長半径及び扁平率）  

第二条の二 法第十一条第三項第一号の政令で定め

る値は、次のとおりとする。  

一 長半径 六百三十七万八千百三十七メートル  

二 扁平率 二百九十八・二五七二二二一○一分の

一 

投稿をお待ちしています。 yro@cside.tv 迄 

mailto:yro@cside.tv
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