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ＱＳＬカード 

２００３年のNEW YEAR用QSLカードが出来上がり

ました。 

随時、事務局、役員宛にお送りいたしますので、ご

配布の程よろしくお願いいたします。 

表面の紙色は見にくいですがピンク色です。 

 
 

 

 宇宙ステーションと交信  

神戸市西区の市立平野小学校の児童らが来年 2

月、約 400 ㌔の上空を飛ぶ国際宇宙ステーション

（ISS）と無線交信することが決まった。 

兵庫県内の学校では初の試みで、同小 OB のアマ

チュア無線家が仲介し、米国の国際宇宙ステーショ

ンアマ無線局（ARISS）が承認。日程調整に入ってい

る。同校は「運動場に大きなかがり火をたいて、乗組

員に合図したい」と夢を膨らませている。 

同ステーションは 1998 年に着工。日本をはじめ欧

米など 15 カ国が参加し、2006 年完成を目指してい

る。 

数人の宇宙飛行士が数カ月交代で滞在。無重力状

態での実験をしながら、作業に従事している。  

 90 分で地球を一周。日本上空を通過する際、平野

小と交信する。  

実際に無線マイクに向かう 5、6 年生は「宇宙食って

どんな味」「長い間、宇宙にいてホームシックにならな

いの」などの質問を考えている。会話は英語で、現在

は外部から講師を招いて英語学習に熱を入れてい

る。  

 5 年生の田中愛子さん（10）は「星には前から興味

があって、いくつか名前も覚えた。宇宙ステーションと

話せるなんて夢のよう」と今から目を輝かせている。 

補足） 

スクールコンタクトは、少年少女に対して、アマチュ

ア無線の楽しさだけでなく、宇宙開発、通信技術へ

の興味をかきたてる貴重な経験をしてもらうために、

特に力を入れているものです。 

宇宙飛行士との直接交信を目指して、全世界から、

多数の希望が寄せられていますので、交信希望校か

らの申し込みを ARISS の教育／学校選択委員会で

受け付けて、設備、運用時間、参加者数などを審査

し、さらに ARISS 運用委員会が、軌道条件、宇宙飛

行士の勤務時間等を考慮して交信校、交信日時を

決めています。 

交信時間は、通常約 10 分です。この間に宇宙飛
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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。 

国際宇宙ステーションとは 

人が生活できる「宇宙の研究所」 

国際宇宙ステーションは、地上から約 400km 上空

に建設される巨大な有人施設です。1 周約 90 分とい

うスピードで地球の周りを回りながら、地球や天体の

観測、そして実験・研究などを行っていきます。完成

後は、10 年間以上使用する予定です。 

宇宙ステーションの主な目的は、宇宙だけの特殊

な環境を利用したさまざまな実験や研究を長期間行

える場所を確保し、そこで得られた成果を活かして科

学・技術をより一層進歩させること、そして、地上の生

活や産業に役立てていくことにあります。 

世界各国が参加する人類初の一大プロジェクト 

 人類にとって初めての「国境のない場所」―それが、

国際宇宙ステーションです。アメリカ、日本、カナダ、

ヨーロッパ各国、ロシアが協力して計画を進め、利用

していきます。 

 ひとつのものを作り上げるために、これほど多くの

国々が最新の技術を結集するというプロジェクトは、

これまでにまったくなかったこと。宇宙ステーションは、

世界の宇宙開発を大きく前進させるための重要な施

設であると同時に、国際協力と平和のシンボルでもあ

るのです。 

2008 年の完成をめざして 

 さまざまな機能を持つ国際宇宙ステーションは、構

成パーツ（部分）を 40 数回に分けて打ち上げ、宇宙

空間で段階的に組み立てていきます。打ち上げに使

われるのは、ロケットやスペースシャトルなど。組み立

ては「ロボットアーム」の操作や、宇宙飛行士の船外

活動（宇宙空間に出て作業すること）によって行われ

ます。 

 最初の構成パーツ”FGB”は 1998 年 11 月 20 日に

ロシアのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、宇

宙ステーションの建設がついに始まりました。宇宙ス

テーションが完成するのは 2008 年以降の予定です。 

 

HP から取扱説明書をダウンロード 

アイコム株式会社（井上徳造）は、これまで販売し

たアマチュア無線機、無線ＬＡＮ機器の取扱説明書

を当社のホームページに掲示し、ダウンロードを可能

にしました。 

http://www.icom.co.jp/info/news/036.html 

当面、アマチュア無線機は新製品を中心に 14 機

種、無線ＬＡＮ機器は発売したほぼ全機種にあたる

33 機種を掲示しております。アマチュア無線機は今

後、順次掲示し、最終的には約 200 機種すべてが閲

覧できるようにします。 

また、業務無線機につきましても同様に順次掲示

いたします。 

取扱説明書については、当社製品購入者から紛

失したため改めて入手したいという要望があり、従来

は現物を有料でお送りしておりました。今回のホーム

ページへの掲示により、ご依頼いただいた顧客の皆

様が即座に、しかも無料で入手できるようになります。 

なお、米国ではアイコムアメリカ、欧州ではアイコム

ヨーロッパの各現地販売会社が同様なサービスを行

ないます。米国は北米仕様機の英語版、欧州はＥＵ

仕様機の英語版を提供し、その他ドイツ語版、スペイ

ン語版も検討中です。 

機種名（サイズ・種類） 

◍ IC-2300D（4300KB･PDF） 

◍ IC-2330/M/D（5452KB･PDF） 

◍ IC-2720/D（2758KB･PDF） 

◍ IC-2800/D（2763KB･PDF） 

◍ IC-371（3938KB･PDF） 

◍ IC-706（6360KB･PDF） 

◍ IC-721/M/S（3799KB･PDF） 

◍ IC-731/S（5265KB･PDF） 

◍ IC-7400（3691KB･PDF） 

◍ IC-746/S（2345KB･PDF） 

◍ IC-756PROII（2994KB･PDF） 

◍ IC-Q7（3413KB･PDF） 

◍ IC-S22/S32（4277KB･PDF） 

◍ IC-T7/S7（6115KB･PDF） 

◍ IC-T90（2407KB･PDF） 

 

紅白歌合戦の出場者発表 

ＮＨＫは 26 日、大みそか放送の第 53 回紅白歌合

戦の出場者 54 組を発表。「地上の星」などヒット作の

多い中島みゆきさんら計 14 組が初出場を決めた。  

 初出場は、紅組が中島さんや、カバー曲「亜麻色の

髪の乙女」がヒットした島谷ひとみさんら７組、白組は

アカペラブームの一翼を担ったＲＡＧ ＦＡＩＲら７組。

最多出場は 39 回目の北島三郎さん。  

 昨年、出場を辞退したＳＭＡＰや、中森明菜さんら

が返り咲いたのも注目される。  

司会は紅組が有働由美子、白組は阿部渉、総合

司会は三宅民夫の各ＮＨＫアナウンサー。 

第５３回ＮＨＫ紅白歌合戦出場歌手 

（カッコ内は出場回数）  

【紅組】 【白組】 

安室奈美恵（８） 五木ひろし（３２） 

石川さゆり（２５） ｗ―ｉｎｄｓ．（初） 
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Ｅｖｅｒｙ Ｌｉｔｔｌｅ Ｔｈｉｎｇ

（６） 

Ｇａｃｋｔ（２） 

華原朋美（４） 北島三郎（３９） 

川中美幸（１５） ＫＩＣＫ ＴＨＥ ＣＡＮ Ｃ

ＲＥＷ（初） 

香西かおり（１１） キンモクセイ（初） 

小林幸子（２４） ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ（２） 

小柳ゆき（３） ゴスペラーズ（２） 

島谷ひとみ（初） さだまさし（１４） 

鈴木慶江（初） アルフレド・カセーロ＆Ｔ

ＨＥ ＢＯＯＭ（初） 

ＺＯＮＥ（２） ジョン健ヌッツォ（初） 

田川寿美（４） ＳＭＡＰ（１１） 

天童よしみ（７） 谷村新司（１５） 

中島美嘉（初） ＤＡ ＰＵＭＰ（５） 

中島みゆき（初） ＴＯＫＩＯ（９） 

中村美律子（１０） 鳥羽一郎（１５） 

中森明菜（７） 氷川きよし（３） 

長山洋子（９） ＢＥＧＩＮ（初） 

夏川りみ（初） 平井堅（２） 

浜崎あゆみ（４） 細川たかし（２８） 

ｈｉｔｏｍｉ（２） 堀内孝雄（１４） 

藤あや子（１１） ポルノグラフィティ（２） 

藤本美貴（初） 前川清（１２） 

ＢｏＡ（初） 美川憲一（１９） 

松浦亜弥（２） 森進一（３５） 

モーニング娘。（５） 山本譲二（１１） 

和田アキ子（２６） ＲＡＧ ＦＡＩＲ（初） 

 

携帯電話は安全 

携帯電話の電波による課題学習能力への影響は生

じないことを確認 

－生体電磁環境研究推進委員会の研究結果－ 

総務省では、平成９年 10 月より「生体電磁環境研

究推進委員会（委員長：上野 照剛 東京大学教

授）」を開催して、電波の生体安全性評価に関する研

究・検討を行っています。 

同委員会では、電波が課題学習能力に及ぼす影

響について明らかにするため、平成 11 年度からラット

を用いた迷路学習実験を行ってきましたが、このほど、

その結果をとりまとめました。実験の結果、脳にばく露

される携帯電話の電波が、電波防護指針の値（局所

SAR※1：2.0W/kg）を大幅に上回る場合においても、

熱作用（電波ばく露によって全身が加熱されることに

より深部体温が上昇する作用）を生じない条件下で

は、課題学習能力への影響は認められないことを確

認しました。 

１．概要 

実験では、ラットを、電波ばく露を行った群、ばく露

装置に入れるが電波ばく露を行わなかった群及び通

常の飼育ゲージ内で飼育した群の３つのグループに

分け、課題学習能力を比較しました。その結果、脳に

電波防護指針の値を大幅に上回る電波をばく露した

場合にも、グループ間で課題学習能力に差は認めら

れないことを確認しました。この実験結果より、携帯電

話の電波による課題学習能力への影響は見られな

いということができます。 

※1 局所 SAR 

SAR（Specific Absorption Rate：比吸収率[W/kg]）と

は、生体が電磁界にさらされることにより、吸収される

エネルギー量をいう。 

局所 SAR とは、SAR を人体局所の任意の組織（10g）

にわたって平均したもの。 

 

 “なりすまし犯罪”の恐怖  

“アイデンティティ・セフト(Identity Theft)”と呼ばれ

る犯罪が、米国で猛威をふるっている。日本語で言

えば“なりすまし”あるいは“個人情報泥棒”といった意

味になるだろうか。他人の名前や生年月日、社会保

障番号などを盗み、勝手に銀行から融資を受けたり、

クレジットカードを作ったりして現金をだまし取るという

犯罪だ。今月25日には、被害者数3万人、被害総額

が少なくとも 270 万ドル(約 3 億 2940 万円)に上るとい

う過去最大規模のアイデンティティ・セフト事件が米

国で摘発された。 

この事件では、すでに 3 人が相次いで逮捕された。

主犯格とされているのは、フィリップ・カミングス(Philip 

Cummings)容疑者。ニューヨーク・ロングアイランドに

あるソフトウェア会社、テレデータ・コミュニケーション

ズ(Teledata Communications)に2000年3月まで勤務

していた。同社は、米国の3大信用調査会社として知

ら れ る イ ク ィ フ ァ ク ス (Equifax) 、 エ ク ス ペ リ ア ン

(Experian)、トランスユニオン(Trans Union)の3社が作

成しているクレジットレポートに、オンラインでアクセス

できるシステムを銀行や大企業に販売している。クレ

ジットレポートとは米国特有のサービスで、債務状況

などが記載されている個人の信用調査報告書のこと

だ。このレポートを閲覧することで、取引先銀行は顧

客の信用度がどの程度なのかを知ることができる。 

カミングス容疑者は同社のサポートセンターに勤

務していた 1999 年、クライアントの銀行や企業が顧
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客のクレジットカードレポートを引き出す際に使うパス

ワードを密かに入手し、これを使って顧客のレポート

を大量に盗んでいた。レポートは 1 件 30 ドル(約 3600

円)でブロンクスやブルックリンの犯罪者グループに

売り飛ばしていたという。この人物はまだ特定されて

いないが、売られた個人情報は少なくとも 20 人の犯

罪者の手に渡っていたとみられている。 

売られたクレジットレポートには、個人の銀行口座

番号やクレジットカード番号、利用限度額などの個人

情報が書かれている。こうした情報を使い、被害者の

口座やクレジットカードを勝手に作ってしまうことがで

きるわけだ。 

カミングス容疑者はテレデータを退職後もシステム

にこっそりアクセスし、クレジットカードレポートを盗み

続けていた。ようやく事件の一端が司法当局に知ら

れるようになったのは、今春。誰かがフォード自動車

のクレジット会社のアカウントになりすまし、エクスペリ

アンの 1 万 5000 人のクレジットレポートを引き出して

いたことが発覚。連邦捜査局(FBI)に通報され、捜査

が開始された。共犯グループの追跡など全容解明は

まだこれからだが、すべてが明らかになれば被害総

額はさらに拡大することが予想されている。 

こうしたアイデンティティ・セフト犯罪は、米国で急

増している。 

今年3月には、米議会の下院司法委員会でこの問

題に関する公聴会が開かれた。アイデンティティ・セ

フトの被害者の女性が証言に立ち、その悲惨な実態

を証言した。 

証言によれば、事件が発覚したのは、被害者の自宅

に身に覚えのないクレジットカードの請求書が届いた

ことから。約 1 万ドル(約 120 万円)と驚くような請求額

に、最初は被害者も「何かの間違いでは」と思ったが、

クレジットカード会社への問い合わせでようやく自分

が犯罪に巻き込まれたことを知る。後から判明した手

口は、ごく簡単なものだった。犯人は女性の自宅の

郵便受けをチェックし、届いていた新しいクレジットカ

ードを盗み出した。その後、クレジットカード会社に電

話して偽の住所変更を届け、以降はそちらの偽新住

所に問い合わせが来るように仕掛ける。あとは現金の

キャッシングも高額商品の購入も自由自在だ。この事

件では、クレジットカード会社が“誤って”請求書を古

い住所 つまり女性の本当の住所に送ってしまった

ため犯行が発覚したが、そうでなければ女性が気づ

かないまま被害はどんどん拡大していたはずだった。 

しかしこの犯罪の問題点は、犯行がこうして発覚し

てからも、被害が止まらないことになる。“無限地獄”と
称される理由はここにある。いったん盗まれた個人情

報は、犯罪者から犯罪者へと渡り続け、永遠に悪用

され続ける。本来なら信用調査会社などが被害届の

出ている人物のアカウントをきちんとチェックすべきな

のだろうが、あまりにも同種の犯罪が多発し、追いか

けきれない状態に陥っているのだ。たとえば公聴会

の証言にたった先の女性は、証言台でこんな風に話

しているのだ。 

「だいぶ後になって自分のクレジットレポートを取り

寄せてみたら、ほとんど毎月のように自分があちこち

引っ越したことになっていることがわかった。バージニ

ア州からニューヨークのブルックリン、ジョージア州、

シカゴ、カリフォルニア……。おまけにその間、何度も

新しいクレジットカードや銀行口座を作っていることに

なっていた」。 

犯罪者の手口はきわめて巧みで、クレジットレポー

トに転居やクレジットカード取得の情報が掲載される

のには若干の時差があることを利用している。情報が

掲載される直前のタイミングを狙って次々と新しい場

所へと転居を続け、尻尾を捕まれないようにしていた

のだ。事件発覚から 3 年以上が経った今も、その犯

人は捕まっていないという。 

米国でアイデンティティ・セフト犯罪が多発している

背景には、政府お墨付きのIDといえる社会保障番号

があまりにも便利に多用されてしまっていることがある。

9 桁の番号は 1962 年に導入がスタートし、現在では

約 2 億 7000 万人の米国在住者に発行されている。も

ともとは税金や社会保険、年金などを一元管理する

ためのものだったが、使い道は徐々に拡大し、現在

ではクレジットカードやローンの申し込み、賃貸マン

ションの入居など生活のあらゆる面で使われるように

なっている。社会保障番号と名前、生年月日程度が

そろっていれば、インターネット経由でクレジットカー

ドを取得することさえできるようになっているのだ。 

そう説明してみると、何かと似ていないだろうか。 

そう、日本の住民基本台帳ネットワークシステム、

つまり“住基ネット”だ。国民全員に 11 ケタの番号（住

民票コード）を割り振るというシステム。総務省は「民

間の住民票コード利用禁止や個人情報の限定利用

など、十分な安全対策を採っている」と説明している。

しかし、今後は住基ネットの利用領域が民間にも拡

大していくのではないかという懸念はさまざまな専門

家から指摘されている。果たして日本が米国のように

ならないという保証はあるだろうか。 

毎年楽しみにしていた播磨灘（二見沖）のイ

イダコ釣りは全くの不漁状態が続いています。 

例年ならば食卓を奮わしていますイイダコの

煮物は望めそうもない状態です。魚屋の店先に

もないのだもの仕方が有りませんよね。 

おまけに太刀魚も不漁で全く釣れない。 

これって日ごろの行いが悪いためかな？。 
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