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電波法８０条は有効なのか？続１ 

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 

９月６日付で近畿総合通信局長 松本正夫氏より回

答書が届きました。 

概 略 

①電波法 80 条の報告があった場合には、混信源の

究明及び情報の収集応じて現地調査を実施し、原因

及び混信源が判明したときは、すみやかに混信等排

除のために必要な措置を行うこととしております。 

②報告にある無線局すべてを特定するには至ってお

りませんが、これは、これらが車両に搭載されたもの

であり、技術的な困難によるものであることは、ご理解

いただけるものと思います。 

③8 月 6 日付の報告につきましても、8 月以降数度に

わたり現地調査を実施し、３台の車両を確認するなど

積極的な対応を図っていることを申し添えます。 

 

目新しい文言は無いようですが、③に関して９月２４

日に確認を取ったところ、氏名等は確認しているが、

まだ警告書等の文章は発送していないとの事でし

た。 

以後の対応は、データの収集をしてから事業主等に

注意文書を発送するそうです。 

なお、本日２７日は雨にもかかわらずに、アップ、ダウ

ンリンクともダンプカーが頻繁に交信しており、違法

局の運用が一向に解消された様子が見えません。 

 

ＰＬＣ 

ＰＬＣ（電力線搬送通信）をめぐる 

新しい動きとＪＡＲＬの取り組み 

最近、PLC（電力線搬送通信）について新たな動き

があり、この動向について今後とも十分注意して見守

る必要があります。PLC については、これまでも JARL 

NEWS や JARL Web などでお知らせしてきましたが、

なぜ PLC の動向について注意しなければならないか、

ここであらためて簡単に説明いたします。  

ＰＬＣこれまでの掲載事項 

インターネット接続のための有線通信回線というと、

電話線や CATV、光ファイバー網などが一般的です。

オフィスや家庭に引き込まれている「線」は、これらの

通信回線だけではありません。電力を供給する商用

電源の「電力線」が必ず引き込まれています。PLC は、

Power Line Communication（電力線搬送通信）の略

称で、オフィスや一般家庭に引き込まれている商用

電源ラインに、電力を供給するだけでなくデータの信

号を乗せて電力線を通信回線として共用使用とする

技術で、電力会社や通信機器メーカなどが中心とな

って短波帯を使用する PLC の開発を進めています。 

 この PLC は、短波帯（1.7MHz～30MHz）の周波数

の搬送信号波を電力線に乗せ、電源と同時にデータ

信号を送受信し、インターネットへの高速接続を可能

にしようとするものです。ここで問題になるのが、短波

帯の信号を使用するこの技術は、HF 帯の繊細な電

波を使って交信を楽しんでいる私たちアマチュア無

線家にとって、大きな障害を与える危険性を持ってい

る点です。なぜならば電力線は、わが国では通常電

柱間を電線で結ぶ架空（かくう）配線となっています。

架空配線はもともと短波帯の信号の伝送用線路とし

て設計されていないため、架空配線からの短波帯の

搬送信号波が外部に放射（漏えい）されることになる

からです。このため、繊細な HF 帯の信号を扱うアマ

チュア無線にとっては、重大な混信を受ける可能性

が極めて高いものであり、この動向については十分

注意する必要があることがおわかりいただけたことと

思います。  

 

 約２年前になりますが平成 14 年 4 月、総務省にお

いて「電力線搬送通信設備に関する研究会」が発足

し、JARL もこの研究会の実環境実験ワーキンググル

ープに参加し、PLC の漏えい問題について実証試験

等に参加してきました。 

 また、このワーキンググループには短波帯に深く関

わりのある NHK、電波天文周波数小委員会などの各

機関も参加しています。当時の JARL の活動につい

ては、JARL NEWS や JARL Web 等でお知らせしてき
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ました。 

 平成 14 年８月に出された、同研究会の結論の骨子

は、次のとおりです。  

「現在開発されているモデム及び現在の電力線の状

況では、電力線搬送通信設備が航空管制や短波放

送等の無線通信に対する有害な混信源となり得るこ

とから、使用周波数帯を拡大することは困難である。 

 なお、今後 PLC のモデムや電力線等において漏え

い電界強度を大幅に低減する技術の開発が考えら

れることから、研究開発などを継続することが必要で

ある。そのため、実証試験を行えるよう制度整備（研

究開発目的の設備の許可制度）を必要とする。」  

PLC に関する新たな動きは、同研究会で得られた結

論の一つである、「研究開発のための実証試験をお

こなう制度整備」に基づくものです。 

 つぎに、ここまでの PLC に関する動向などを整理し

てみました。 

 

【平成 13 年３月】 

 政府の IT 戦略本部は「ｅ-JAPAN 重点計画」で、

PLC 設備に使用する周波数帯拡大の可能性の検討

が表明された。 

【平成 14 年 3 月】 

 電波産業会（ARIB）から総務省に PLC の周波数拡

大に関する規制緩和案が提言された。 

【平成 14 年４月】 

 総務省に「電力線搬送通信設備に関する研究会」

が発足。 

【平成 14 年 8 月】 

 同研究会の「現時点においては有害な混信源とな

りうる」との結論を受け、総務省では規制緩和の見送

りを決定。併せて今後の技術的な開発研究（実験）が

できるよう法制度の整備の必要性があることを提言し

た。 

【平成 15 年３月】 

 PLC の高速化技術、既存システムとの共存技術の

検証をおこない、日本国内でのPLCの早期実用化を

目的とする「高速電力線通信推進協議会（PLC-J）」

が発足。参加会員は、関西電力、きんでん、住友電

気工業、日立製作所、富士通、本多エレクトロン、三

菱電機、松下電器産業、松下電工、ラインコムの 10

社。 

【平成 15 年７月】 

 IT 戦略本部は、「ｅ-JAPAN 戦略 II」の中で家庭内

（宅内系）の PLC に関して、研究開発の推進と実用

上問題がないことが確保されたものについて活用推

進を図ることを表明。 

【平成 15 年 8 月】 

 国内実証実験を許可するための電波法施行規則

等の一部改正案を総務省が発表。意見（パブリックコ

メント）を募集した。 

【平成 15 年 11 月】 

 同改正案については、電波監理審議会において審

議された結果、同審議会から「本実験制度の運用に

当たっては、既存の無線通信及び放送に影響を与

えないよう十分配慮する必要がある」旨の意見を付し

た上で原案どおりの答申があった。 

【平成 16 年 1 月】 

 総務省では、高速 PLC 設備に関する実験制度導

入のための「実験用 PLC 設備の設置許可にかかる

方針」を平成 16 年 1 月 21 日に公表した。また、1 月

26 日には、電波法施行規則等の一部改正省令を公

布した。これは即日施行され、同日から実験用 PLC

設備の申請受付を開始。 

【平成 16 年 3 月】 

 九州、近畿、関東、北海道の各総合通信局が、九

州電力(株)等数社から出された実験用 PLC 設備の

設置申請に対して設置を許可した。 

【平成 16 年 5 月】 

 東海、近畿の各総合通信局が、中部電力(株)等数

社から出された実験用 PLC 設備の設置申請に対し

て設置を許可した。 

【平成 16 年 6 月】 

 関東、近畿、東北の各総合通信局が、東北電力

(株)等数社から出された実験用 PLC 設備の設置申

請に対して設置を許可した。 

【平成 16 年 7 月】 

 九州の総合通信局が、パナソニックコミュニケーショ

ンズ(株)から出された実験用 PLC 設備の設置申請に

対して設置を許可した。 

【平成 16 年 8 月】 

 東海、東北の各総合通信局がそれぞれ、中部電力

(株)、本多エレクトロン(株)から出された実験用 PLC

設備の設置申請に対して設置を許可した。 

【平成 16 年 9 月】 

 関東総合通信局が三菱電機(株)、日本電気(株)か

ら、近畿総合通信局が松下電器産業(株)から、九州

総合通信局が九州電力(株)から出された実験用 PLC

設備の設置申請に対して設置を許可した。 

ＰＬＣ最近の動向 

平成 16 年１月に総務省が公表した実験制度の概要

は、次のとおりです。 

(1)実験用 PLC 設備の許可の条件 

 電力線から漏洩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。使用周波数は、

2MHz～30MHz の範囲内であること。 

(2)混信妨害対策 

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。 



 2004 年 10 月  1 日 発行 第 04 号   通刊 217 号  毎月 1 日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                        Page３ 

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

が確認できるまで実験を再開しないこと。 

(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する。 

－ ★ － ★ － ★ － 

 3 月 10 日から、各総合通信局のホームページで、

各総合通信局が設置を許可した、実験設備の設置

者名・連絡先、設置場所、使用周波数等の公表が次

のようにおこなわれています。 

 九州総合通信局は、本年 3 月 10 日の報道発表で

「全国初！九州電力(株)の高速電力線搬送通信設

備を許可」という見出しで、実験用高速 PLC 設備の

設置を同日付けで許可したことを発表しています。 

 その後、3 月 12 日および 19 日には、近畿総合通信

局から三菱電機(株)、ラインコム(株)、松下電器産業

(株)の３社に、3 月 22 日には関東総合通信局から東

京電力(株)に、３月 29 日には北海道総合通信局から

三菱電機(株)に、それぞれ実験用 PLC 設備の設置

を許可されています。 

 5 月 21 日および 28 日には、近畿総合通信局から

松下電工(株)、(株)ゼルライン・ジャパンに、26 日には

東海総合通信局から中部電力(株)が、それぞれ実験

用 PLC 設備の設置を許可されています。 

 6 月 8 日には、関東総合通信局から東京電力(株)

が、18 日には近畿総合通信局から日本電気(株)、東

北総合通信局から東北電力(株)が、それぞれ実験用

PLC 設備の設置を許可されています。 

 7 月 22 日には、九州総合通信局からパナソニックコ

ミュニケーションズ(株)が、8 月 17 日には東海総合通

信局から中部電力(株)、8 月 23 日には東北総合通信

局から本多エレクトロン(株)が、９月１日には近畿総合

通信局から松下電器産業(株)が、９月 10 日には関東

総合通信局から三菱電機(株)が、９月 13 日には関東

総合通信局から日本電気(株)が、９月 17 日には九州

総合通信局から九州電力(株)が、それぞれ実験用

PLC 設備の設置を許可されています。 

 9 月 24 日現在で、各地方総合通信局管内における

設置許可の状況をまとめると、次表のとおりとなって

います。 

各地方総合通信局管内における実験用 PLC 設備の

許可状況  

設置者名 総通局 許可の日 設置場所 周波数

(MHz)  

九州電力(株) 九州 03/10 福岡市南区九電総合研

究所内 

福岡市東区 

福岡県遠賀郡遠賀町 3.199～6.960 7.940～11.710 

14.491～16.991 18.985～22.755  

三菱電機(株) 近畿 03/12 神戸市兵庫区和田崎町

1-1-2 ２～30  

ラインコム(株) 近畿 03/12 茨木市清水 2-5-5 ２～

30  

松下電器産業(株) 近畿 03/19 草津市野路東

2-3-1-1 ４～28  

三菱電機(株) 近畿 03/19 草津市野路東 2-3-1-1 

２～30  

東京電力(株) 関東 03/22 横浜市鶴見区江ヶ崎町

4-1 

東京電力(株)技術開発センター 

練馬区 東電社宅 ２～30  

三菱電機(株) 北海道 03/29 江別市牧場町 14 番地 

札幌市中央区南 19 条西 13 丁目 ２～30  

松下電工(株) 近畿 05/21 守口市八雲東町 1-277 

(モデルハウス１～４) ２～30  

中部電力(株) 東海 05/26 日進市米野木町南山

840-1 

中部電力(株)人材開発センター ２～30  

(株)ゼルライン・ジャパン 近畿 05/28 茨木市清水

2-5-5 ２～23  

東京電力(株) 関東 06/08 東京都江東区 東京電

力(株)社宅 

(２ヵ所) ２～30  

日本電気(株) 近畿 06/18 茨木市清水 2-5-5 ２～

30  

東北電力(株) 東北 06/18 仙台市青葉区中山

7-2-1 

東北電力(株)研究開発センター 

原町市泉字大磯 120 

東北電力(株)総合研修センター ２～30  

パナソニックコミュニケーションズ(株) 九州 07/22 熊

本県玉名郡菊水町高野 1080 

菊水工場内 ４～28  

中部電力(株) 東海 08/17 愛知県名古屋市南区 

中部電力(株)寮内 ２～30  

本多エレクトロン(株) 東北 08/23 岩手県花巻市椚

ノ目 2-32-1 

本多エレクトロン(株)花巻工場 ２～30  

松下電器産業(株) 近畿 09/01 大阪府守口市八雲

東町 1-277 

モデルハウス１～４ ４～30  

三菱電機(株) 関東 09/10 東京都荒川区荒川

7-19-1 

三菱電機ビルテクノサービス(株) 

システムプラザ B 館 ２～30  

日本電気(株) 関東 09/13 東京都江東区 東京電
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力(株) ２～30  

九州電力(株) 九州 09/17 福岡県遠賀町 (1)3.199

～6.960MHz 

(2)7.940～11.710MHz 

(3)14.491～16.991MHz 

(4)18.985～22.755MHz  

※実験期間は、許可の日から平成 17 年３月 31 日ま

で。 

------------------------------------------- 

【連絡先電話番号】  

会社名    連絡先電話番号  

九州電力(株) 福岡市中央区渡辺通 2-1-82 

092-761-3031(平日) 

090-1084-6239(夜間、休日)  

三菱電機(株) 神戸と草津は 078-682-6477 

北海道支社電力部電力 IT グループ 011-212-3722 

東京は三菱電機(株)社会 e ソリューション事業所 

078-682-6482  

ラインコム(株) 技術部 06-6538-0888  

松 下 電 器 産 業 ( 株 ) ネ ッ ト ワ ー ク 開 発 本 部 

06-6900-9694  

東京電力(株) 電子通信部 03-4216-1111(代表)  

松下電工(株) システム技術研究所 06-6908-6752  

中 部 電 力 ( 株 ) 電 力 技 術 研 究 所  平 日 昼 間

052-621-6101(代表)  

   休日・夜間 090-4444-7178  

 (株)ゼルライン・ジャパン 03-5777-1985  

日本電気(株) メディア・エネルギーソリューション事

業部 

東京都港区芝 5-7-1  03-3798-8749  

東北電力(株) 情報通信部通信ネットワーク技術グル

ープ 022-225-2111  

パナソニック 

コミュニケーションズ(株) 福岡市博多区美野島

4-1-62 電話 092-477-1616  

本多エレクトロン(株) 

第三開発グループ 東京都中央区京橋 2-14-1 電

話 03-5250-7326  

今後のＪＡＲＬの取り組み 

●新たな動きに対する JARL の取り組み● 

 JARL ではこれまで、(社)電波産業会（ARIB）との共

同実験や、総務省の「電力線搬送通信設備に関する

研究会」での実証試験への参加を通じて、PLC によ

る電波の漏えいについて警鐘を鳴らし続けてきました。

これらの実証試験は、JARL 電磁環境委員会（委員

長 芳野赳夫氏・JA1XF）が主体となり、また、多くの

会員の方々や、日本アマチュア無線機器工業会

（JAIA）を中心とする各メーカーの参加を得ておこな

われ、PLC による具体的な HF 帯の電波の漏えいの

事実を示してきました。 

 その結果が、平成 14 年８月の同研究会の結論に大

きく反映されています。 

 当時の経過や実証結果などの詳細は、こちらで掲

載しています。 

 

●新たな実験への動き● 

 前の「電力線搬送通信をめぐるこれまでの動き」に

もまとめてありますが、昨年３月、PLC の高速化技術、

既存システムとの共存技術の検証をおこない、日本

国内での PLC の早期実用化を実現することを目的と

した「高速電力線通信推進協議会」（PLC-J）が発足

しています。その事務局は ARIB 内にあり、平成 16 年

6 月 30 日現在 26 社が参加しています。PLC-J の主

な活動内容などはこちらのＨＰを参照願います。 

 

・PLC を利用するための技術基準（漏えい電磁界レ

ベルなど）に関する検討 

・PLC を実現するための技術（漏えい抑圧技術など）

及び実用化手段の検討 

・既存無線システムとの共存方法の検討 

・高速電力線通信の普及啓発 

 

 PLC-J では、漏えい抑圧技術の開発や、既存無線

システムとの共存方法の検討をおこなう上で、アマチ

ュア無線や電波天文などとの共同実験が必要である

としています。 

 このような中で平成 15 年 11 月には、JARL におい

て PLC-J との第１回の会合をおこない、本年は約１ヵ

月ごとの定期的な会合をおこなっています。 

 これまでの会合で、次のような点に関して具体的な

打ち合わせをおこないました。 

 

・共同実験については JARL では電磁環境委員会で

対応する点。 

・電波暗室およびフィールドでの測定方法の検討に

ついて。 

・電波暗室で得た値を基準として、今後のフィールド

等での実験を評価することについて。 

 

 このようにPLC-Jとの打ち合わせは、HF帯アマチュ

ア無線の運用に大きな障害を与える漏えい電波の抑

圧技術等の開発という観点から、純粋に技術的な話

し合いを進めていますが、JARL としては PLC の実用

化については、その抑圧技術や漏洩電波の低減な

どについて PLC-J との共同実験を通じて、慎重に対

応していきたいと考えています。   

 

最新ニュース 

本多エレク、電力線通信で漏えいを 50 分の 1

に低減 

 本多エレクトロンはこのほど、高速広帯域電力線モ

デムの実証実験で、電波漏えいを従来比約 50 分の

1 に低減できたと発表した。 

 電力線通信は、家庭用電源コンセントを使ってデ

ータ通信が行える技術。手軽にブロードバンド通信

可能な技術として有望視されているが、電力ケーブ

ルを通じて電波が漏えいするため、既存無線局の電
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波を妨害するとして、規制緩和には強い反対の声が

上がっている。 

 同社は漏えい電力を低減するため、トランスや送受

信アナログ部などを電力線モデム専用に開発。同社

花巻工場（岩手県花巻市）で8月から行っている実証

実験（関連記事参照）で漏えい低減効果を実証し

た。 

 来年 3 月末まで実験を続けて取得サンプル数を増

やすほか、実験結果は電源部など他部品の開発に

反映するとしている。 

 

無免許でアマ無線使用 

ＮＨＫが栃木県日光市でドラマの撮影中、アマチ

ュア無線機を無免許の上、電波法で禁じられている

業務用に使っていたことが三日、わかった。総務省

関東総合通信局は、電波法違反の疑いがあるとして

事実関係の調査に乗り出した。 

ＮＨＫによると、七月二十八日に、秋に放送予定の

ドラマの撮影を日光市中宮祠（ちゅうぐうし）の中禅寺

湖畔で行った際、職員と外部スタッフなど計七人が

連絡用としてアマチュア無線機七台を使用。全員ア

マチュア無線の免許を持っていなかった。見学して

いた無線に詳しい観光客が、業務用の使用ができな

いことを指摘して発覚したという。ＮＨＫ広報部は「無

線に使った機種に免許が必要との認識がなかった。

今後は注意を徹底させる」としている。 

 

電波料徴収は結論出ず 

 総務省の電波有効利用政策研究会の最終会合が

２４日開かれ、焦点になっている電波利用料の徴収

範囲を次世代情報家電にも広げるかどうかの結論は、

賛否が分かれて持ち越した。 

 近くまとめる最終報告書は次世代情報家電の扱い

について明確にしない見通し。研究会は総務省に対

し、１１月ごろまでに免許の在り方などを示すよう求め、

事実上、判断を委ねた。 

 電波利用料の徴収で特に問題になったのは、家庭

用サーバーから無線で高品質映像をテレビに送信

する次世代型の音響・映像（ＡＶ）情報家電。電波を

占有することから当初、無線免許がなくても電波利用

料を徴収すべきだとの意見が強かったが、情報技術

（ＩＴ）産業育成のためには徴収すべきでないとの見

解が出された。 

 

宇宙から謎の信号 

SETI＠Home の謎の信号、異星人からの通信

ではなかった 

米 Planetary Society(惑星協会)が、地球外知的生命

体の探索を目的に進めている「SETI@home(Search 

for Extraterrestrial Intelligence at Home)」プロジェク

トについて、米 SETI Institute は、現時点では宇宙人

から発信された可能性のある信号など、何ら有力な

データは得られていないことを明言した。 

SETI@home は、プエルトリコのアレシボ電波望遠鏡

が宇宙空間から受信する膨大な量の電波信号デー

タを、インターネット上で結ばれた世界各地の協力ユ

ーザーの PC リソースなどを用いるグリッドコンピュー

ティング技術によって、日々の解析作業を進めるプロ

ジェクトで、解析データの分析は、米国カリフォルニ

ア大学バークレー校(UC Berkeley)で行われている。

受信されたデータの中から、人工衛星や干渉電波、

爆発エネルギーなどによるものではない信号があれ

ば、何らかの知的生命体より出されている可能性もあ

るとして、さらなる探索候補にリストアップされるよう

だ。 

昨年 3 月には、こうした数ある探索候補の中から、最

も有力とされる 100-200 の候補を選定して、アレシボ

電波望遠鏡を用いた検証作業が実施された。当時の

検証チームの発表によれば、有力候補とされていた

電波信号データの発信源について、地球外知的生

命体の存在を示すような観測結果が得られるかどう

か、幾らか期待が高まっていたものの、特に際立った

発見もなく検証作業は終了しており、観測データのコ

ンピュータによる詳細な解析結果は今後に待たれる

となっていた。 

今週になって、一部海外報道では、この後に出され

た解析データに関連して「Mysterious signals from 

1000 light years away」といった見出しの記事を掲載。

魚座と牡羊座の間に位置する、地球から 1,000 光年

のかなたから受信された電波信号データは、宇宙人

の存在を証明するための第一歩となり得る、かなり特

殊なものであることが判明したとの情報を伝えた。そ

の信号は、約 1,420MHz の周波数で、SETI@home に

より「SHGb02+14a」として認定されているという。 

これに対して、SETI Institute は正式なコメントを発表

した。発表では、確かに検証チームが昨年 3 月に

SHGb02+14a の検証を進めたものの、何らかの地球

外知的生命体より発信された可能性はほとんどない

との結論が下されたことを再確認した。SHGb02+14a

は、複数回にわたって同一のデータが受信されたと

見られたものの、残念ながら確たる発信源を突き止め

るには至らなかったという。また、SHGb02+14a の一部

の現象についても、高度な文明の存在を示すものと

は全く考えられないとの見方が明らかにされている。 

SETI@homeで主導的立場にあるUC BerkeleyのDan 

Werthimer 博士は「異星人から発せられた信号が見

つかったというような最近の報道は、過度に誇張され

たものである」とコメントする。また、これまでの進展と

して、現時点で SETI@home は、地球外知的生命体

の存在について何の情報もつかめていないことが、

改めて明確に示されている。 
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昨年 3 月の有力候補の検証位置を示すデータ 

 
アレシボ電波望遠鏡 

 

 SETI@home 読み方：セティアットホーム 

 1999 年にカリフォルニア大学バークレー校が立ち

上げた、地球外生命体からの電波を探索する分散コ

ンピューティングプロジェクト。宇宙から飛来する電波

を解析し、地球外生命体からの通信を探索するシス

テムである。 

 自然界で発生しえない強さや帯域幅をもつ電波を

探索するのが目的だが、正確にこのような電波をふる

い分けるには膨大な計算が必要になるため、分散コ

ンピューティング方式が採用された。 

 参加者は広く一般から募っており、普通のパソコン

があれば Web サイト上での登録手続きとソフトウェア

のインストールを行なうだけで簡単に参加できる。クラ

イアントソフトはスクリーンセーバとして動作し、コンピ

ュータが使用されていない時間に解析を行なう。 

 同様の分散コンピューティングプロジェクトには

distributed.net がある。SETI@home でもユーザの統

計情報は記録されるが、SETI@home の性質上計算

内容が頻繁に変わるため、複数マシンでのパフォー

マンス比較などの用途には向いていない。 

無料のプログラムをダウンロードして電波望遠鏡の

データを分析することで、あなたも参加することができ

ます。 

http://www.planetary.or.jp/setiathome/home_japan

ese.html 

 

無線トラブルでニアミス 

米管制センター無線トラブルでニアミス５件 

米カリフォルニア州の米連邦航空局（ＦＡＡ）管制

センターの無線が１４日夕、約５時間にわたって不通

になり、ロサンゼルスやラスベガスなどの米西部主要

空港で離着陸が一時的に中止された。管制官らが米

メディアに語ったところでは、この間に５件の異常接

近（ニアミス）が発生、うち１件では「空中衝突寸前だ

った」という。ＦＡＡは１５日、原因について「定期点検

が行われず、無線システムが自動停止したため」と発

表した。 

 ＦＡＡなどによると、無線不通が起きたのはパーム

デール管制センター。午後４時半ごろに無線システ

ムが停止、バックアップも作動しなかった。同システム

は毎月点検することになっており、点検が行われない

と自動停止するよう設計されているという。ＦＡＡは再

発防止の、他の施設で使われている同種のシステム

の見直しを行う。 

 無線不通期間中もレーダーは異常なく機能し、飛

行中の便の誘導は、他の管制センターに割り振られ

たという。 

 

全日本一万局よみうりアワード 

「異なる周波数や地域との交信など様々な審査基準

を達成できた。難しかった分、うれしさもひとしお」。会

社員の神崎年幸さん（４８）＝岡山市広谷＝はアマチ

ュア無線愛好家の技術や交信の努力をたたえる「全

日本一万局よみうりアワード」を受賞し、喜びを語る。 

 二十六歳の時に友人と開局。知らない相手と話が

盛り上がった後で、「大正生まれだよ」と言われたり、

韓国と交信していたとわかったりと驚きの連続だった

が、「違う世代や国に関係なくつながって話ができる

ことがだいご味」という。 

 よみうりアワードには十年前から挑戦し始めた。一

万―二千五百局との交信が設定され、国内で最難

関の賞。周波数によっては交信できる時期が限られ

るなど、困難を前に「やめたい」と考えたこともあった。

だが、友人が達成したことに刺激され、開局二十一

年目で全国で三百七十六人目、岡山県内九人目の

達成となった。 

 「気分転換に」と休日に交信。田舎や島などにも出

向いてアンテナを立てる。携帯電話やインターネット

が普及してきたが、「無線はキング・オブ・ホビー。こ

れからは市町村合併で新しい交信区域が設けられる

ので新たな挑戦ができる」と意気込んでいる。 

コールサインは「ＪＥ４ＧＪＶ」です。 

 

 


