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遭難通信 

関学ワンゲル部の 14 人が救助要請 

2 月 7 日午後 1 時 50 分ごろ、福井県勝山市と石川

県白峰村境にある大長（おおちょう）山（1671 メート

ル）付近で、関西学院大学（兵庫県西宮市）ワンダー

フォーゲル部の野田悦史主将（22）ら男子部員 14 人

のパーティーが、救助を求めている無線を福井市在

住の JR9DRR 吉田兼治さんと大野市在住の JA9VTS

黒川政信さんが 145.00MHｚのＦ3Ｅで傍受、同県警

に通報した。 

 一行は無線で「食料はほぼ底をついた」と連絡。勝

山署などは、天候の回復を待って 8 日朝からヘリコプ

ターなどによる捜索を始めました。  

14 人は 3 日に勝山市北谷町谷から入山し、取立

山（1307 メートル）を経て大長山に登った。下山を始

めたが天候が悪化したため、山頂の南東約 100 メー

トル下の急斜面の 3 カ所に雪洞を掘り、露営している

とのこと。  

 無線連絡では、部員 1 人が低体温症になり、1 人は

手足の指が凍傷になっている。他にも 1 人が低体温

状態になり、凍傷になりつつある部員が複数いるとい

う。現場付近は積雪約 5.4 メートル、吹雪で視界ゼロ

の状態という。  

 同部の登山計画書によると、予備日 4 日を含め、3

日から 10 日にかけて赤兎（あかうさぎ）山方面まで行

く予定だった。福井地方気象台によると、県内は 4 日

夜ごろから強い寒気が入り込み、断続的に大雪注意

報が出されていた。  

 兵庫県西宮市の関西学院大学では 7 日午後 6 時

すぎ、監督の奥田真治さん（54）らが会見。奥田監督

は「今回部員たちが登った山は積雪期では初めてだ

った。（標高 1000～2000 メートルくらいの）中低山な

ので、こんな事態は予想しておらず、驚いている」と

語った。部員らは昨年 11 月と先月の 2 回、積雪期の

訓練をしていたが、いずれも好天に恵まれたという。

同監督らは同夜、現地に向かった。  

 装備はテントや寝袋、断熱マット、使い捨てカイロ、

携帯燃料など。食料は 7 日間分用意していたという。 

なお、無線機はハンディを 2 台所持。 

 

遭難通信の傍受レポート 

昨日（7 日）から関西学院大学 14 人が福井県勝山

市の大長山で遭難し、アマチュア無線で救助を求め

てきました。その模様をワッチしております。 

注）当然、電波法の関係で名前は出せませんよね。 

昨日 13 時過ぎに救助の連絡をアマチュア無線家

が聞き取り、県警に連絡したもようです。今朝（8 日）

の 6 時頃から頻繁に交信しておりますが、緊迫した空

気が伝わります。 

最初交信した人は衰弱のため交信できなくなり、

交代したようです。 

県警は必ず救助に向かうから頑張ってと励まして

おりますが、学生 14 人は長い時間を過ごしているだ

ろうと思います。 

8 日朝、8 時 40 分に救助のヘリが飛びましたが、山

は悪天候のため救助に行けないようで、必要な物資

を落とすとの話です。毛布、カロリーメイト、薬、ホッカ

イロ、etc のようです。 

無線機は何を持っているのかわかりませんが、乾

電池が 6 本はいるらしいので、昔のハンディ機だと思

います。でも予備電池が残り 9 本で、あと 1 回しか電

池を交換できないようですがこれは救助のヘリが必

要物資の中にいれれば、また時間は延びますが、そ

れまでの時間を持たさなければいけないので、大変

だと思います。 

8 日朝、6 時からは 1 時間ごとに定時連絡をとの話

になっております。6 時にこれから 7 時、8 時、9 時、10

時と 1 時間おきに状況を連絡してくださいと県警が伝

えていましたが、その時点で 10 時になると聞いたとき

に、10 時までとは長いな～と思いましたが、今はその

時間になりました。 

残念ながら、救助のヘリはまだ学生を救助してい

ない模様です。1 回に二人しか乗せることができない

ようで、順番を決めるように言っていました。1 回に二
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人では 7 回ですから、天候によっては続けて救助で

きないので心細いだろうと思います。 

○こちら W（メンバーの名前）です、警察の方応答し

てください、 

＊ハイどうぞこちら警察です 

○こちら W です。メンバーの疲労が激しいです。 

＊こちら警察です。凍傷者の人数、凍傷の場所、程

度はわかりますか 

○こちら W です、5 人が凍傷で指先、一人が重傷。 

＊こちら警察です。この重傷の人の程度はどのぐらい

かわかりますか。 

低体温者の状況はボーとしている、などの状況を知

らせてください。 

○こちら W です。低体温者はボーとするらしいです。 

＊こちら警察です。山頂南に向かって登ってくださ

い。 

○こちら W です。山頂の南側はかなり急斜面で登れ

ません。 

この交信のあと、アマ無線家がガンバレと励ましの

言葉をかけています。時間は 10 時 38 分です、只今

交信していたものを入力しました。 

身近にこんな事が起きるとこちらも緊迫します。 

8 日のその後の経過は以下のようなものです。 

ヘリは行ったけれども、見つけられず何か目印をと

言ってます。 

山はシートを出していると言ってますが、色が銀色

では白い山の中では見つけにくいと思います。近くま

で行ってて、救助できないのも歯がゆいものがあると

思います。 

山ではヘリの音が聞こえるそうで、ヘリは、近づけ

ば雪崩になるおそれもあり、新雪で雪が舞い上がり、

わからなることもあるので、容易ではないとの話など

緊迫した模様が伝わります。 

遭難のＳＯＳから、約一日経過するなかで、山の方

の疲労も激しいだろうと推測できますし実際にその疲

労のようすが無線を通じて、こちらにも伝わってきま

す。 

石川、富山の県防災ヘリと自衛隊が出動準備がで

きていると遭難者に言っていますが、悪天候のため、

いまだ救助できずにいるようです。 

山の方で、凍傷者が増えたと言っているのに、警

察ではそれを受信できなくて富山の局が警察に中継

しています。県警の無線が山の無線を受信しにくい

のは問題です。もっと良い、受信機とアンテナが必要

だと思います。 

ただいま 14 時 50 分です、でもまだ 14 人の学生は

救助できないです。ガスがひどくて現場に近づけな

いようです。 

ヘリはスキージャムの駐車場で待機しているものと

思われます。学生が状況を聞いた時に、近くのスキ

ー場の駐車場にへりが待機していると言ってましたが、

おそらくスキージャムの駐車場の事だと思います。 

福井春江空港には石川県と富山県防災へりが待

機していて、小松空港には自衛隊機が待機している

と無線で話をしています。 

145.00MHz で話をしているので、詳細がよく分かり

ますが、本人達と親の気持ちを考えると心が痛いで

す。聞ける事に関してはアマチュア無線家の特権の

ように思うのですが、状況が状況だけに複雑にものが

あります。 

こちらでも雪がひどくなりました。この分だと山はガ

スもかかり、雪も吹雪いているのではないかと思いま

す。 

ハンディの電池消耗を防ぐために緊急以外は一時

間ごとの連絡にとどめている模様です。その 1 時間が

長いです。さっきヘリの音が聞こえますと言った声は

元気だったのですが、へりでの救出が困難になり、学

生達も元気がなくなったようです。声に張りがなく、聞

いていても心配です。 

15 時の定時連絡があるはずなのに、ビバークして

いるところの亀裂に確認にでているのか連絡がありま

せん。こちも心配です。 

8 日(日)23 時 47 分です。外はみぞれに近い雪が

降っています。おそらく山は雪が降っているでしょう。 

21 時と 22 時に県警が一方的に情報を伝えていま

すが、アマチュア無線のメイン周波数でのやりとりは

緊迫したものが伝わるので、普通の遭難事故より身

近に感じ、無事を祈る思いが強くなります。 

時々アマチュア無線家が『がんばれよ』と声を掛け

ていますが、受信するだけでもリグの電池が減ると思

うと、励ましの言葉も掛けづらいものです。 

継続して無線を聞いていると、関西学院の W さん

の声にハリが出てきたり、救助に行けないと分かると

声が弱々しくなっていくのは、聞いていても切ないも

のがあります。9 日は天候がよくなると言うことですが、

その予報がはずれないことを祈ります。 

ガスのため救援物資も投下できない中で、食料も

燃料もなく、6 人の凍傷、1 人の低体温者。早く夜が

明けて、救助されることを願わずにはいられません。 

枕元にハンディ機を置き、県警の無線を聞きます。

おそらく多くのアマチュア無線家が聞いているでしょ

う。ニュースより早く、的確に入ってくる情報に『救助し

ました』の声を聞きたいものです。 

9 日(月)07 時 22 分 

枕元のハンディから聞こえてくる夜明け前 4 時、5

時ころの警察の言葉から今のところは全員無事らしく、

富山、福井の山岳会も救助に行くとのことですが、そ

れまでに持ちこたえて欲しいものです。 

自衛隊の大型ヘリが天候が回復次第救助に行くよ

うで、大型だから、大勢の人が乗れますとの言葉で聞
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いている方もホッとしました。 

もう明るくなってきています。雪崩が起きないよう、

そして今日は救助されるに祈りたいものです。 

9 日夜明け前の時点で、3 つの雪洞のうち、二つが

雪で埋まりその中にいた 6 人と二人の安否が分から

ないとの連絡。 

その後の連絡で、雪に埋まっていた人の生死を確

認したようです。でも、応対している学生も自分の力

が弱ってきているのに雪洞の天井が下がってきてい

ないか、周りに亀裂がないかなどを調べて欲しいとの

要求をしているが、聞いていても痛々しい思いです。 

8 時頃に定時連絡をしていたが、そのときに凍傷者

の程度を知りたいと県警が伝えると、場所が違うので

暫く待ってほしいとの学生の返事。それでは、それの

返事の後は 10 時までは特別なことがない限り無線は

しませんとの県警の話でした。 

9 時 40 分に県警から『県警です。関西学院大学の

W さん応答願います』と呼ぶが 10 時前のためか返事

がなく、こちらも心配になります。ただ 10 時の定時連

絡までとの話だったので、ハンディの電池の持ちを考

えて電源を切っているのかもしれないと思います。 

この時に県警から『今から県警のへりが向かいます。

昨日の話ではシルバーのシートしかないとのことです

が、赤、青、など原色の物を例えばリュックなどを円形

に並べてください』と一方的に連絡してました。 

9 時 50 分に W さんからの応答があったようですが、

学生の電池がなく弱くて聞き取れませんでした。 

ハンディの電池が残り 9 本しかなく、今後の事を考

えるとムダに使えないので受信だけしているようにと

の指示。その後受信もできなくなった時に電池を交

換するようにと言ってました。 

10 時 40 分に現場近くまで県のヘリ“九頭竜”が行っ

たようで、それをまた一方的に伝えていました。内容

は、『今県へり九頭竜がそちらに向かいました。それ

はそちらの風の向きを調べるたのに発煙筒を落としま

す。発煙筒が雪に埋もれた時には雪の上に出してく

ださい』との連絡です。 

その後救助のヘリから業務無線で 14 人を確認した

との無線が入ってきましたが、これはアマチュアバン

ドではないのですが、受信機で傍受できました。 

11 時 40 分、一人救出、搬送しましたと 145.00MHz で

流れてきました。ほっとしました。残り 13 名も凍傷があ

るものの、そのうち救出されるでしょう。 

今朝も関西学院大学の W さんに、『昨日と同じくヘ

リ 5 機、自衛隊も取立山から、現地の山岳会も救助に

登りますからお互いに声を掛け合い、励まし合ってく

ださい』と言ってましたが、昨日の朝も同じことを言っ

ていたので、Wさんはそれをどんな思いで聞いている

のかなと思いました。 

11時53分小松から自衛隊のヘリが出た模様です。こ

れで 4 回に分けて搬送するもよう。 

テレビに学生が手を振っているのが写っています。 

14 時 29 分に最後の人が救出され、現場を離れまし

た。【業務無線周波数】 

14時34分に ＪＨ9ＹＥＱ 福井県警アマチュア無線ク

ラブからこの周波数（1450.00）を緊急災害救助に使

い各局にご心配をおかけしました。全員無事救助し

ました。ありがとうございました。と流れました。 

それに対し、各局からごくろうさまでしたとの声が掛

かりました。 

最後の締めくくりに県警が挨拶していたのには感

激しました。 

 

最後の落ち話！実は無免許交信者だった。 

アマ無線局申請せず部員同士で交信 

福井、石川県境の大長山（おおちょうざん、1671 メ

ートル）で救助された関西学院大ワンダーフォーゲル

部員が、電波法に定められたアマチュア無線局開設

を近畿総合通信局に申請せず、遭難前に部員間で

無線交信をしていたことが 13 日、わかった。  

部員は「電波法違反は知っていたが、厳密なもの

だとは思っていなかった」と話しているといい、北陸総

合通信局は電波法違反の疑いがあるとみて事情を

聞く方針。  

大学側の説明では、部員は無線機 2 台を持って入

山。部員 14 人のうち、3 年生 2 人が無線従事者免許

を持っていた。電波法では、交信には、さらにアマチ

ュア無線局開設免許が必要だが、取得していなかっ

た。  

救助要請など緊急時は交信が許されておりますが、

通常の交信には当然！コールサイン（免許状）が必

要ですよね。 

このような認識の甘い方が居るから、アマチュア無

線にはアンカバーが蔓延るのだよね。だれか告発し

ないのかな？。 

 

Ｄ-ＳＴＡＲ  

マチュア無線でインターネット接続の試験運用  

日本アマチュア無線連盟（JARL）は、デジタル通

信 規 格 「 D-STAR （ Digital Smart Technology for 

Amateur Radio）」を利用して、2 月中旬からアマチュ

ア無線でインターネット接続の試験運用を開始する。 

対応する中継局は当初、関東地域では、西東京

市（スカイタワー西東京）、東京都調布市（電気通信

大学）及び東京都中央区（住友不動産浜町ビル）及

び豊島区（JARL 事務局）の 4 カ所を予定、東海地域

では、名古屋市熱田区（名古屋工学院専門学校）、

名古屋市昭和区（名古屋第二赤十字病院）、春日井
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市（春日井市役所）の 3 カ所を予定しています。 

また、関西地域では、大阪市住之江区（ワールドト

レーニングセンタービル（WTC））、大阪市平野区（ア

イコム（株））、東大阪市（西日本電信電話（株）生駒

中継所）、奈良市（アイコム（株）ならやま研究所）の 4

カ所を予定し、国内12カ所。将来は国内に多数設置

する方針だという。  

 D-STAR は、JARL が開発したアマチュア無線のデ

ジタル通信の通信規格。中継局までは1、200MHz帯

のアマチュア無線周波数で通信する。インターネット

に接続する中継局間では 10GHz 帯で通信を行なう。

データ通信速度は最大128kbps、10GHz帯の中継局

間のデータ通信速度は 10Mbps。JARL によると「これ

までも 9。6kbps 程度でのデータ通信は可能だったが、

PHS レベルの速度は実現したかった」という。音声デ

ータの符号化には「AMBE」方式を採用。AMBE 方式

でアナログからデジタルに変換し、その後 GMSK 方

式で変調して送信する。  

 JARL によれば、試験運用の期間は約 6 カ月。その

間、対応するトランシーバーも発売される予定で、試

験期間終了後は、中継局を全国で開設できるよう準

備を進めるとしている。   

 

電力線インターネットの実証実験 

東京電力、電力線インターネットの実証実験に

ついて総務省に認可申請  

 東京電力は、電力線を利用したインターネット技術

である電力線搬送通信（PLC）について、2 月 9 日付

で総務省に実験の認可申請を行なった。  

 この認可申請は、総務省が 1 月 21 日に発表した

「実験用高速電力線搬送通信設備の設置許可に係

る方針」を受けたもの。現在国内での利用が認められ

ている 10kHz～450kHz の周波数帯を利用したシステ

ムと比較して、より高速化が期待できる 2MHz～

30MHz の周波数帯を利用するという。  

 東京電力では実施予定の実証実験について「家庭

内のコンセントを利用するため、他の家電との間で生

じうる干渉についての検証などが中心になる」とコメン

ト。実際のサービス内容やビジネスモデルについて

は今後の検討課題とした。   

 

近畿初の実験用高速電力線搬送通信設備の申請 

平成 16 年 2 月 20 日 

近畿総合通信局（局長 松本 正夫）は、本日、次

の３社から申請のあった実験用高速電力線搬送通信

設備の許可申請書を受理しました。 

本申請は、電力線等から漏えいする電波を低減す

る技術の検証をするためのもので、申請の概要は次

のとおりです。 

 

申請者名：松下電器産業株式会社 

設置場所：草津市野路東 2-3-1-1 

使用周波数：4ＭＨｚ～28ＭＨｚ 

実験期間：平成 17 年 3 月 31 日まで 

実験概要：施設内の電力線を用いて漏えい電界強

度の低減技術を検証する。 

申請者名：株式会社プレミネット 

設置場所：茨木市清水 2-5-5 

使用周波数：2ＭＨｚ～30ＭＨｚ 

実験期間：平成 17 年 3 月 31 日まで 

実験概要：施設内の電力線を用いて漏えい電界強

度の低減技術を検証する。 

申請者名：ラインコム株式会社 

設置場所：茨木市清水 2-5-5 

使用周波数：2ＭＨｚ～30ＭＨｚ 

実験期間：平成 17 年 3 月 31 日まで 

実験概要：施設内の電力線を用いて漏えい電界強

度の低減技術を検証する。 

（参考） 

 高速電力線搬送通信設備とは、構築済みの電力

線をインターネットへのアクセス回線又は宅内ＬＡＮと

して使用し、家庭内の電気コンセントを情報コンセン

トとし、ホームネットワーク等を容易に実現しようとする

ものです。 

 高速電力線搬送通信設備の実験については、平

成 16 年 1 月 21 日、総務省が公表した「実験用高速

電力線搬送通信設備の設置許可に係る方針の決

定 」に基づき、1 月 26 日から申請受付を開始してお

り、今回の3件の申請は、近畿管内において、初めて

となります。 

実験制度の概要 

（１） 実験の条件 

①電力線等から漏えいする電波を低減する技術

の検証のために実施するものであること 

② 使用周波数は、2MHz～30MHz の範囲内であ

ること 

（２） 混信妨害対策等 

 ①実験設備を設置しようとする者は、無線通信等に

影響を与えないよう、電力線等から漏えいする電波

に関する目標値を設定し、混信等を与えない技術的

根拠を示すこと 

 ②実験設備の設置者は、事前に周辺住民等に実

験計画を周知し、万が一混信等が生じた場合、実験

を停止してその原因を究明するとともに、それが生じ

ないことが確認できるまで再開しない 

（３） 実験の公表 

 総務省のホームページに、実験設備の設置者名・

連絡先、設置場所、使用周波数等を掲載 

 

 


