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ハムフェア 2004 

日本最大のアマチュア無線フェスティバルである

ハムフェア 2004 が、8 月 21 日より東京・江東区の国

際展示場「東京ビッグサイト西2ホール」で開催されま

した。 

 

アイコムは 144

/430MHz デュ

オバンド 20W

デジタルトラン

シーバーID-8

00、1200MHz

デジタルトラン

シーバーID-1、

HF オールバ

ンド 100W トランシーバーIC-756PROⅢなど新製品を

発表しました。 

 

IC-756PROⅢ 

IC-7800 の設

計で培った桁

違いの耐歪み

特性テクノロジ

ー を 惜 し げ も

なくフィードバ

ックしたハイエ

ンド技術の血

統。 

 

STANDARD と

YAESU の 2 ブ

ランドを持つス

タンダードのブ

ー ス  発 売 さ

れたばかりの 1

44/430MHzF

M デュアルバ

ンドハンディの

FT-60（5W)が並んでいました 

YAESU ブラ

ンドの HF/50

MHz トランシ

ーバーFTD

X9000MP と

専用電源（参

考出品）があ

りました。 

 

ケンウッド T

S-480シリー

ズをARCP-4

80ソフトを使

いパソコン制

御を実演して

人 気 を 集 め

ていました。

LANやWANなどを用いて離れた場所から無線機を

操作することも可能。 

 

ケンウッドの

ブースに飾ら

れた「TM-D7

00 が宇宙で

活躍中」の説

明が誇らしげ

な 使 用 状 況

の 写 真 と 説

明 パ ネ ル に

目がとまりました。 

 

電波法８０条は有効なのか？ 

この文章は不法局を助長するためではなく、ア

マチュア無線の現状を打破する為に書いたもの

です。 

 大阪府と和歌山県を跨ぐ和泉山脈の中西部、標高

８５０メートルの金剛生駒紀泉国定公園の峰に設置さ

れている、ＪＰ３ＹＨＥレピータ局の４３０ＭＨｚ帯レピー

タ（通称、和泉葛城レピータ局）は、ＵＰリンク及びＤ

ＯＷＮリンクとも、不法局（①周波数の使用区別違反

②通信事項違反（業務通信及び交通情報）③呼出
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符号の未送信）に占有された状態で、とても正常な運

用が出来ない状態に陥っておりました（過去形では

なく現在進行形の方が正しい）。 

 当然の事ながら、居座っている不法局との話合いも

お手上げ状態のときに、ＯＭ局より、「電波法第８０条

の報告書」を提出したらどうだろう？との助言を頂きま

した。（電波法第８０条には、無線局の免許人は「この

法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して運用

した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続

により、総務大臣に報告しなければならない。旨の規

定があります。） 

 早速、http://yro.cside.tv/jp3yhe/index1.htm から

８０条報告書の書式をダウンロードして、近畿総合通

信局の調査二課宛てに送り事にしました。 

 

以下に簡単に経過を書いておきます。 

 

１）提出日： 平成１６年６月１日 

報告書の概略は以下の通りです。 

法に違反して無線局を運用した者に関する事項： 

呼出名称等不詳、ただし相互を苗字、ニックネームで

呼び合っている。 

その他： 

アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数

の使用区別に反した運用。 

通信に関しては呼出符号は付しておらず、不法局と

も思慮される。 

通信の概要： 

業務に関する通信を行っている。 

会社ぐるみで違法運用を行っている様子。 

このままでは、正式に許可されたアマチュアレピータ

局の運用が正常に行えず多くのアマチュア局が被害

を受け続けることになる。 

※傍受時間、周波数及び推定運用地、通信内容、

呼称名等は省略しました。 

 

2）平成１６年７月６日  

報告書を提出後、一ヶ月を過ぎたが、相変わらず

ＵＰ、ＤＯＷＮリンクともに不法局が出ており、一向に

改善された様子が見えないので、近畿総合通信局調

査二課に確認の有線を入れることにしました。 

概略は、監視の方に書類は廻っているので対処は

出来ているはずだとの返答。 

まだ不法局が出ているとの問いかけにも、対処して

いるはずとの返答で、なんら具体的な話はなく、不信

感が湧くばかりでした。 

 

3）提出日： 平成１６年７月８日  

先日の有線での問合せ内容に不信感が募り、平

成１６年７月６日付けで送った「電波法第８０条に定め

る報告書」について、書面にての回答を求める内容

の文章を調査二課宛てに送りました。 

参考資料として当日のＵＰリンク及びＤＯＷＮリンク

周波数の傍受内容を記入しておきました。 

 

4）平成１６年７月２１日 

平成１６年７月８日の問合せ文書に対して、近畿総

合通信局 監視第一課から「周波数の使用区別違反

の調査について」の文書が届きましたので、要点の

み転記してみます。 

 

ＵＰリンク周波数については、 

６月１８日に、移動監視（現地調査）を実施しましたが、

合法局の通信のみ入感。 

７月６日に、不明局２局の通信を受信し、探査の結果、

うち１局をほぼ確認し、車両照会後に注意文書を発

送。 

ＤＯＷＮリンク周波数については、 

７月６日に、不明局２局の通信を受信したため、電波

規制（電波法違反のアナウンスを当局の無線局から

送信）を実施したところ、不明局２局は当該周波数の

運用を停止しました。 

以上のような状況であり、今後も調査を継続します。 

 

5）提出日： 平成１６年８月６日 

報告書の概略は以下の通りです。 

法に違反して無線局を運用した者に関する事項： 

呼出名称等 不詳、ただし相互を苗字、ニックネーム

で呼び合っている。 

その他：  

アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数

の使用区別に反した運用。 

通信に関しては呼出符号は付しておらず、不法局と

も思慮される。 

通信の概要： 

業務に関する通信を行っている。会社ぐるみで違法

運用を行っている様子。 

このままでは、正式に許可されたアマチュアレピータ

局の運用が正常に行えず多くのアマチュア局が被害

を受け続けることになる。 

※傍受時間、周波数及び推定運用地、通信内容、

呼称名等は省略しました。 

 

以上の様に、平成１６年６月１日に、最初の「電波

法８０条に定める報告書」を提出して以来、約３ヶ月

の間に通算３通の同文書を提出してきましたが、一向

に不法局の問題が解決されておりません。 

今回の事例が特別なことだと思いたいが、「電波法

８０条に定める報告書」は、不本意ながら効果が無い

と言わざるを得ません。 

私たちアマチュア無線家個々は、混信や妨害のな

いクリーンな電波利用環境を守るとともに免許事務の

機械化や能率的な電波利用の促進により無線局の

急増に対処するなど、電波の適正な利用のより一層

の確保を目的に平成５年４月１日から電波利用料制
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度が導入され、電波利用料を納入しております。 

 しかし、アマチュア無線家からの「電波法第８０条の

報告書」について、近畿総通の対応は、誠意ある敏

速な対応とはとても思われない。 

担当官に聞くところによれば、違反者を見つけても

注意文書を送るか、ガイダンスを流す事が精一杯で、

不法局が無視したらそれまで。ちなみに、不法局を

告発する裁量権は総通に有るのだが、近畿エリアの

アマチュアバンド内ではまだ出したことが無いそうで

す。 

これじゃ、不法局のすき放題、やり放題で、馬鹿を

見るのは善良な順法精神を守るアマチュア無線家だ

けです。 

私たちアマチュア無線家は、このような不利益をこ

うむっている事を認識しなければなりません。 

そして、機会が有るごとに、アマチュア無線家の権

利を訴え続ける必要がある、と考えるのは私だけでな

いことを祈る思いです。 

2004 年 8 月 26 日 de ＪＪ３ＵＸＮ 

 

参考）電波法 第８０条  

無線局の免許人は、左に掲げる場合は、郵政省令で

定める手続により、郵政大臣に報告しなければならな

い。 

一 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を

行つたとき。 

二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反

して運用した無線局を認めたとき。 

三 無線局が外国において、あらかじめ郵政大臣が

告示した以外の運用の制限をされたとき。 

 

新製品情報 

スタンダード  144/430MHzFM 帯デュアルバンドトラ

ンシーバー FT-60 

㈱スタンダードは 144/430MHzFM 帯デュアルバン

ドトランシーバー FT-60 を発売。36,540 円 （本体価

格 34,800 円+消費税 1,740 円） 出力５W  シンプル

な操作で高性能を追求した、最大５W 出

力。 

144/430ＭＨz 帯 FM デュアルバンドハン

ディ機 1400mAh ニッケル水素電池で、VH

F 帯で約 9 時間、UHF 帯なら約８時間の運

用（５W で送信 6、受信 6、待ち受け 48 秒の

繰り返し）が可能 ニッケル水素充電池、専

用充電器を付属。外部 DC 電源入力、オプ

ションの単 3 乾電池ケースなど、充実した電

源系統 専用受信機なみのワイドバンド受

信。 

最大 1000 個のメモリチャンネル ２つのトー

ン信号の組み合わせを用いたオリジナルの

ページャー機能 FT-60 同士で緊急信号を

伝達する EAI 機能。グループでの登山など

には、アクシデントの対策に ハンディ機でも海外と交

信できる、話題のインターネット広域接続システム Wi

RES にカンタンにアクセス。 

 

アイコム 144/430MHz 帯デジタル ボイストランシー

バー：ID-800/D 

デジタル ボイストランシーバー：ID-800/D を、今

月末より発売いたします。ID-800(20W) ¥73,290(本

体価格¥69,800、消費税等¥3,490)   ID-800D(50

W) ¥78,540(本体価格¥74,800、消費税等¥3,740) 

 

ID-800 の

お も な 特

徴  

■ 音 声 通

信＋低速データ通信をデジタル方式で行う D-STAR

(R) 標準方式に準拠。  

■DV（デジタルボイス＋低速データ）モードとアナロ

グモードに対応。  

■118MHz～999.990MHz（一部周波数帯を除く）を

カバーする広帯域レシーバー内蔵。 ■AF 周波数を

設定できる空線キャンセラーを搭載。  

■144/430MHz帯ともに50Wの高出力を実現。（ハイ

パワータイプ/ID-800D）  

■フロントパネルセパレート方式を標準で採用。（一

体使用も可能）  

■視認性に優れた大型の周波数表示部。 

 

アイコム HF オールバンド＋50MHz トランシーバー7

56PROIII 

 

IC-7800

の 開 発

で培った

最 高 峰

のアナロ

グ技術と

デジタル技術を継承した新製品：IC-756PRO3 を、8

月下旬より発売いたします。 

IC-756PRO3 ¥417,900(本体価格¥398,000、消費税

等¥19,900) 

IC-756PRO3 の主な特徴 

■IP3=+30dBm(14MHz 帯標準値) 3rd IMD 特性のさ

らなる向上   

IC-7800 の開発で培った最高峰のアナログ技術とデ

ジタル技術を継承。   

バンドが混雑している状況で、他社機では強力局に

押しつぶされて聞こえないような弱信号でもクリアに

キャッチできます。   

(*1)14MHz 帯の IP3 は標準値です。受信周波数=14.

2MHz、入力周波数    =14.3MHz&14.4MHz、プリ

アンプ=OFF、モード USB(BW2.4kHz)  

■新設計プリアンプで耐歪み特性を向上   

IMD 重視のプリアンプ 1 と、ゲイン重視のプリアンプ 2。
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7800 と同等の回路構成を継承した性格の異なる 2 つ

の新設計プリアンプを使い分け  ることで、あらゆる

状況下でベストな受信状態を実現します。 

■ミニスコープ機能を備えたリアルタイムスペクトラム

スコープ   

お客さまからの要望を取り入れ、ミニスコープ機能を

プラスしたリアルタイムスペクトラムスコープを搭載。 

■好みの音づくりができる SSB の送信帯域幅設定機

能   

高音域と低音域でそれぞれ 11 段階までの周波数特

性（計 121 種類）が設定できるマイクイコライザーの搭

載に加え、送信波の帯域設定は低域で 100Hz、300

Hz、500Hz、高域で 2500Hz、2700Hz、2900Hz の設

定  が可能。低域と高域を自由に組みあわせ、3 種

類をプリセットするこ  とができます。 

 

電波利用料の見直し 

電波利用料、利用度合いに応じて徴収…総

務省報告案 

総務省の電波有効利用政策研究会は２２日、携帯

電話事業者や放送局などから徴収している電波利用

料制度の見直しに関する最終報告案を公表した。 

無線局（携帯電話端末も含む）の大小にかかわら

ず１局ごとに一定額を徴収している現行制度を、欧

米と同じように電波の利用度合いに応じて徴収する

制度に変え、電波の有効利用を促すことを求めてい

る。これによって、放送局などは負担増となる見通し

だ。 

メーカーなどから反対意見が出ている「情報家電」

を徴収対象とするかについては結論を先送りしており、

９月末に結論を出す。無線ＬＡＮ（構内情報通信網）

や高速道路のノンストップ自動料金収受システム（Ｅ

ＴＣ）に関しては、総務省は「徴収の検討対象になっ

ていない」としている。 

また、報告案は地方と大都市でも電波利用料に差

をつけるべきだとしている。携帯電話が通じない地域

を４―５年で解消するため、徴収する電波利用料（２０

０４年度は５５２億円の見込み）を、過疎地や離島など

の携帯電話用の鉄塔施設の整備に使えるようにする

ことも求めている。 

同省は最終報告を踏まえて、来年の通常国会に

電波法改正案を提出したい考えだが、放送業界をは

じめとした関係業界との調整は難航も予想される。 

 

気をつけよう 携帯電話 

携帯電話！運転中、手に持って使えば交通

違反 違反点１ 

改正道路交通法の成立で、運転中に携帯電話な

どを手に持って使用することが禁止されるのに関連し、

警察庁は違反時の行政処分の点数と反則金額の案

をまとめた。来月９日まで、国民からの意見を電子メ

ール、郵便、ファクスで募集する。８月下旬の閣議決

定と年内の施行を目指す。 

携帯電話の違反の反則金案は、大型自動車７００

０円、普通自動車・自動二輪車６０００円、原付きバイ

ク５０００円。違反点数の案は１点。 

騒音をまき散らす運転やマフラーの不備の反則金

も、それぞれ携帯電話と同額の案を示した。この場合

の違反点数は２点で施行されている。 

 

マイクロ・フライング・ロボット 

 

8 月 18 日、セイコーエプソン株式会社は、無線・自

律化した世界最小/最軽量のマイクロフライングロボ

ット「μFR-II」の公開飛行テストを実施した。 

 

 「μFR-II」は、直径 136mm、高さ約 85mm、重量は

電池含めて 12.3g。2003 年 11 月に発表した「μFR」

の改良型。超薄型超音波モーターをパワーアップし

て最大揚力を 17g へと向上させると同時に、従来の

1/5 の質量の世界最小最軽量ジャイロセンサを搭載、

エプソンオリジナルの 32bitRISC マイコン「S1C 

33Family」を含む 2 つの CPU を高密度実装によって

軽量化を実現。電源を内蔵することに成功した。また

姿勢制御機構も高精度化されているという。飛行可

能時間は約 3 分。プロトタイプで、市販予定はない。 

セイコーエプソンは小型ロボット「ムッシュ」以来、ウ

ォッチの細密技術の応用を模索していきた。「μ

FR-II」はその延長上にある。空を飛べることから人が

行けないところで作業ができ、空間のプラットフォーム、

「空間の機能化」への第一歩であるとしている。 

将来的には災害時のレスキューなどにおいて、単

独ではなく群で広範囲の探索を行なったり、携帯電

話など軽量のものをデリバリーしたり、エンターテイメ

ント用途などに用いていきたいという。また、火星など

惑星探査用途としては特に価値が大きいと、開発に

あたった同社研究開発本部 開発企画知財推進部

の宮澤修課長は述べた。 

  

 


