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新本部役員 

本部役員が以下の通りに決まりましたので、お知ら

せ致します。 

ご協力の程お願いいたします。 

会  長 ＪＪ３ＵＸＮ 長澤 道一 

副 会 長     ＪＬ３ＣＫＪ 西井 幸男 

副 会 長     ＪＦ４ＧＤＲ 今村 勝一 

常任理事 ＪＭ２ＭＺＭ 芹沢 功司 

常任理事 ＪＩ３ＡＹＧ 山口 忠博 

常任理事 ＪＯ３ＭＶＥ 宮野 智章 

常任理事 ＪＪ3ＸＷＸ 西岡 則雄 

常任理事 ＪＪ４ＣＦＬ 石原 次夫 

常任理事 ＪＩ４ＵＣＭ 古川 芳宏 

財務理事 ＪＯ３ＭＶＥ 宮野 智章 

総務理事 ＪＩ４ＪＣＮ 松本 久雄 

総務理事 ＪＩ４ＴＺＲ 家本 康稔 

監  事 ＪＧ４ＪＢＴ 石原 美代子 

 

※各役員の連絡先等は免簿をご参照ください。 

 

全国総会 アイボール会 

猛暑のなか、遠方からのご参加者をはじめ、多くの

ご参加をいただき、堺市の「ハーベストの丘」にて盛

大のうちにアイボール会を開催することができました。

ご参加いただきました各局様、ご苦労様でした。 

次の議題が審議されました。 

①レピータ局の運用、管理方法について 

三エリア内の会員宛に「レピータの運営、管理につい

ての意見」を求める文書を送付し、会員間の意見の

統一を図る。 

 

ご参加された各局には、次の品物をお贈りさしていた

だきました。 

① 2002 年度版会員名簿 

② 会計報告書（現金出納） 

③ 記念品 タイガースの非売品です値打ちが上が

るかも？？ 

  
 

 

何時もの楽しみ！ 食事風景 
 

WRC-03 世界無線通信会議の結果。 

国際電気通信連合（ITU）の 2003 年世界無線通信

会議（WRC-03）が、スイスのジュネーブで約 1 ヶ月の

間、145 カ国、約 2300 名が出席して開催された

WRC-03(世界無線通信会議)が、7 月 4 日に終了しま

した。 

アマチュア無線に関する決定事項として、7MHz 帯
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で 100kHz 幅が新たに配分されるなど大きな変化が

ありました。またコールサインについてもサフィックス

を最大 4 字にすることができるなど、大きな柔軟性が

認められるようになりました。 

会議では、各地域の共同提案（我が国が中心とな

ってとりまとめた APT（アジア・太平洋電気通信共同

体）共同提案等）を中心に審議が進められました。 

主要議題の審議結果は以下のとおりです。 

１ 5GHz 帯無線 LAN・無線アクセスへの周波数分

配 

1) 無線 LAN・無線アクセス用周波数の分配 

無線 LAN・無線アクセス用の周波数として、既存の

レーダ等との共用条件を確立し、全世界で 5150～

5250MHz 帯（屋内利用、我が国では現在使用可能）、

5250～5350MHz 帯（屋内利用、限定的に屋外利用

も可能）及び 5470～5725MHz 帯（屋内、屋外利用）

を分配することを決定。 

これにより、世界的に利用可能な周波数が約 2.8

倍に増加。 

2) 無線アクセスシステム（FWA）用周波数の分配 

無線アクセスシステム（FWA）用に、APT 共同提案

（日本提案）をもとに、第 3 地域（アジア、太平洋）の

12 カ国で 5250～5350MHz帯を分配することを決定。 

２ IMT-2000 の高度化及び後継システムに関する

検討 

第 3 世代携帯電話（IMT-2000）の高度化及び第 4

世代移動体通信システムへの周波数分配を次回

WRC（WRC-07、2007 年に開催予定）に向けての検

討課題とすることを決定。 

先に開催された無線通信総会（6 月 2 日～6 日、無

線通信の標準化を扱う ITU の会議）で承認された基

本コンセプトと併せ、超高速インターネット（100Mbps）

をどこでも使える第 4 世代移動体通信システムの実

現に向けての検討が世界で本格的に開始されること

になる。 

我が国は、世界のトップレベルにある情報通信分

野の技術と産業集積を活かして、2005 年までに必要

な要素技術を確立し、2010 年までに実現を図ること

を目標として、すでに技術開発をスタートさせるととも

に、国際標準化においても大きく貢献することとして

いる。 

３ 準天頂衛星による音声衛星放送用周波数の確

保 

我が国が産学官で共同開発中の準天頂衛星シス

テムによる通信・放送（音声放送）、測位サービスの

実現のため、音声衛星放送用として 2.6GHz帯（2605

～2630MHz ）を確保。また、衛星測位システムのため

の多国間調整方式の導入、固定衛星通信用の電波

強度の制限の緩和について決定。 

準天頂衛星は、日本上空の天頂付近から通信・放

送、測位が可能なシステムであり、これにより、ビル陰

などの影響を受けにくく、移動体向けに適した高仰角

でのサービスの実現が促進されることとなる。 

４ 公共保安･災害救助用の周波数の特定 

災害救助等のため、地域内で調和のとれた周波

数を使用することが決議され、下記の周波数が候補

として選定された（我が国提案は 440～470MHz）。  

第 1 地域 

（欧州、アフリカ） 
380～470MHz 

第 2 地域 

（米州） 

746～806MHz、806～

869MHz、4940～4990MHz  

第 3 地域 

（アジア、太平洋） 

406.1～430MHz、440～

470MHz、806～824/851～

869MHz、4940～4990MHz、

5850～5925MHz  

これにより、災害救援のための通信システムを国際

的に共通化することが容易になり、各地域において

災害救援活動等での協調が促進されることが期待さ

れる。 

５ 航空機インターネット用周波数の確保

（14-14.5GHz 帯） 

衛星を利用し、航空機内でインターネットが利用で

きる周波数帯として、14～14.5GHz 帯を航空移動衛

星業務（航空機から衛星向け）に分配。 

今後、本周波数で世界的に航空機内でもシームレ

スにインターネット利用が可能となる予定。 

６ 全球降水観測計画（GPM）の推進のための規則

の改正 

グローバルな降水観測の実現のため、日本、米国

等が中心となり、全球降水観測計画（GPM:Global 

Precipitation Measurement）の研究開発が推進され

ている。GPM は、より詳細な観測が可能な主衛星 1

機と約 3 時間毎に全球降水観測を実現する副衛星 8

機により構成される。 

今 回 会 合 で は 、 GPM の 主 衛 星 に 搭 載 す る

35.5-35.6GHz 帯の降水観測レーダの運用を安定的

に行えるよう、レーダの送信電力値を明確に規定した。

なお、この降水観測レーダは現在、日米で共同研究

が進められている。 

７ 7MHz 帯のアマチュア・放送業務等の分配の再

編成 

第 1 地域（欧州、アフリカ）及び第 3 地域（アジア、

太平洋）において、アマチュア業務に現在分配され

ている 7000～7100kHz 帯に加え、日・韓共同提案を

もとに 7100～7200kHz帯を 2009 年から追加分配す

ることを決定（これに伴い、同帯域の放送業務は同一

帯域幅のまま 100kHz上側に移行）。 

以上により、7MHz 帯の世界共通のアマチュア業

務用の周波数帯が 2 倍に拡大（米州では、7000～
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7300kHzをアマチュア業務に分配）。 

 

コンテストのお知らせ 

★2003 JAIA アワード★ 

「アワードなんてやった事ない」「免許取ったばか

り」という方も気軽に参加できるルールになっていま

す。普段忙しい方も、夏休みなどを利用して、是非チ

ャレンジしてみませんか？モチロン JAIA アワードは

無料！奮ってご参加ください。 

 

■名 称：JAIA アワード 

■発行者：日本アマチュア無線機器工業会(JAIA) 

■ルール：異なるサフィックスの局と交信し規定のポ 

イントを得る 

■期 間：7 月 15 日～8 月 31 日 

規定のポイントは、クラス C(30 ポイント)からクラス B、

クラス A、クラス S、さらにクラス SS、クラス EX(3000 ポ

イント)と幅広く設定されているため、どなたでもお気

軽に参加していただけます。 

アワードについての詳細は、下記 URL でご確認くだ

さい。 

http://www.jaia.or.jp/jaw/index.htm 

 

★2003 IARU HF World Championship コンテ

スト★ 

7月12日(土)～13(日)、IARUワールドチャンピオン

シップコンテストが開催されます。このコンテストでは

ITU ゾーンがマルチプライヤーになりますが、各国の

HQ 局(連盟の局)もそれぞれマルチプライヤーとなる

ため、多くの国から HQ 局がオンエアーしてきます。

同一バンドでも CW と SSB の両方で QSO がカウント

されますので、皆さん両モードで運用してみません

か？ 

このコンテストへは JARL から 2 局が参加し、そのう

ち１局(8N3JHQ)はアイコムのならやま研究所に設置

されます。8N3JHQ が聞こえてきましたら、是非！呼

んでください。 

 

■名 称 ：2003 IARU HF World Championship コ

ンテスト 

■開催日 ：7 月 122 日(土)21:00～13 日(日)21:00 

■主 催 ：IARU 

■交信対象：全世界 

■使用バンド：1.9, 3.5, 7, 14, 21, 28MHz 帯の CW と

Phone 

■コンテストナンバー： RS/T＋ITU ゾーンナンバー

(日本は 45)。HQ 局は、RS/T＋連盟名称、この他

IARU の管理理事会メンバーや 3 地域の執行委員会

メンバーはそれぞれ AC, R1, R2, R3 を送ってくる 

■部門種目：シングルオペの Phone, CW, Mixed。マ

ルチオペ (シングル TX、Mixed モードのみ。バンド・

モードとも 10 分間ルールを適用)。Mixed では同一局

と同一バンドで CW と Phone それぞれでカウントでき

るが，Phone バンドでの CW 交信は認められない。

HQ 局は同時に多バンド運用が可  

■交信ポイント： 同一 ITU ゾーン内(異なる大陸を含

む)の局および HQ 局などとの１交信１点。同一大陸

で異なる ITU ゾーンの局との１交信３点。異なる大陸

でしかも異なる ITU ゾーンの局との１交信５点。 

■マルチプライヤー： ITU ゾーン数および HQ 局な

どの数 (HQ 局などは ITU ゾーンにはカウントできな

い。また、IARU クラブ局の NU1AW はそれ自身で１マ

ルチ） 

■総得点の計算方法： 各バンドのポイント和 ×各

バンドのマルチの和 

■書類提出： 紙ログで QSO 数が 500 を超える場合

はチェックシートを添付。 

■締切日： 8 月 14 日（消印有効）  

■書類提出先： IARU HF Championship, IARU 

International Secretariat, Box 310905, Newington, 

CT 06111-0905, USA または E-mail では Cabrillo フ

ォーマットで，IARUHF@iaru.org  

■賞状： ITU ゾーン・カントリー・州ごとの上位局に

賞状を送るほか、250 交信あるいは 50 マルチ以上獲

得した局も表彰する（上の写真を見てください）。 

 

コンテストの詳細については、下記 URL をご参照くだ

さい。 

http://www.jarl.or.jp/Japanese/2_Joho/2-6_stations

/iaru-test2003.htm 

 

さいころ衛星打ち上げ成功 

日本時間６月３０日夜にロシアから打ち上げられた

東大と東京工業大の大学院生らの手作りによるさい

ころ型衛星２個が、１日午

前４時半すぎ（日本時間）、

東京都内の両大学内など

に設置した地上局との交

信に成功した。 

両大学によると、最初の

信号受信は午前４時半すぎから約１０分間。その後も、

午前９時までに２回の交信に成功した。 

東工大の衛星「ＣＵＴＥ（キュート）１」は、搭載して

いる太陽電池パネルが外側に開いたことを確認。東

大の衛星「ＸＩ（サイ）」もデジタルカメラが正常に動作

していることを示すデータを送っており、同日午後以

降、撮影した画像の送受信を行うという。 
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XI が撮影した初めての画像（おそらく太陽の画像で

す） 

XI の現在のステータス 

■ デ ー タ 取 得 日 時 : 

2003/07/22 17:37 JST 

■XI 内 部 時 刻 : 338589 

(0x052A9D) 

■電池電圧: 4.03V 

■電池残量: 68.2％ 

■充電電流: 10.8mA 

■通信系電流: 49.7mA 

■太陽電池電圧: 5.50V 

■太陽電池電流 

 +X 面: 0.0mA 

 -X 面: 0.0mA 

 +Y 面: 129.5mA 

 -Y 面: 0.0mA 

 +Z 面: 0.0mA 

 -Z 面: 241.5mA 

■温度 

 +X 面: 6.8℃ 

 -X 面: 5.6℃ 

 +Y 面: 8.8℃ 

 -Y 面: 8.6℃ 

 +Z 面: 15.6℃ 

 -Z 面: 15.8℃ 

 電池: 7.6℃ 

 送信機: 12.1℃ 

■アップリンク回数: 9 

■カメラ撮影回数: 7 ■通信系 SEL 回数: 0 

■CW DUTY 比: 0.3 以上 

 

甲子園応援ツアー 

好調な阪神タイガースを応援する甲子園ツアー

(7/20)をＨＰ上の会員専用掲示板にて募集しました。 

好調な阪神に刺激されて参加者が大人子供含め

て 65 人にもなり、「頭にはトラミミ、顔にはペイント」と

異様ないでたちで一塁アルプス席を陣取り、大声援

での応援で周りを沸かせていました。 

当日は甲子園球場の開門が朝の８時と言う前例の

ない事から始まり、延長 11 回の裏、久慈選手のさよ

ならヒットで 5 対 4 で勝利する劇的な試合でした。 

 

 
JG4JBT JJ4KJP JN3PQC 

 
ボート釣の仲間たち 

 
JL3DKD JJ3UXN 

 
？？？女性グループ 

 
ＨＰ仲間 

De JJ3UXN 

 


