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ＪＰ３ＹＨＥ管理団体便り 

４３０MHｚレピータ局の周波数が変更いたします。 

 変更 ４３９．９５MHｚ    トーン周波数 ７７Hｚ  

なお、４３４．７６MHｚについては、ＪＰ３ＹＦＥ（柏原市）

が引き続き開局されます。 

１２９２８９０MHｚのレピータ周波数はそのままです。 

次の方々が協力会員（３月１日付け）になられました。 

呼出符号 氏 名 ＱＴＨ 

ＪＭ３ＰＩＭ 西川 勝広 堺市 

ＪＭ３ＶＶＮ 中原 由岐保 堺市 

ＪＯ３ＣＹＮ 濱田 裕之 堺市 

ＪＯ３ＤＭＰ 東 博文 堺市 

ＪＯ３ＤＯＫ 石原 浩二 泉大津市 

ＪＱ３ＡＬＱ 戸川 浩志 高石市 

 

【レピータ局の概略】 

設置場所：和歌山県那賀郡那賀町切畑 

       和泉葛城山中 標高８５０メータ 

周 波 数： 

４３９．９５MHz トーン周波数 ７７Hz

１２９.２８９MHｚ トーン周波数 ８８．５Hｚ

入会資格： 

1）ＪＡＲＬ会員もしくはアマチュア無線技師の資格保

有者。 

2）マナーを守って、各局と楽しく運用ができる方。 

3）入会金等は、入会金 ５０００円 年会費 １２００円

となっています。 

 

関心のある方は ＨＰの管理団体規約、細則をご覧く

ださい。 

※ ｈｔｔｐ；//ｙｒｏ.ｃｓｉｄｅ.ｔｖ/ｊｐ3ｙｈｅ 

 

パブリックコメント 

総務省は、アマチュア無線技士国家試験における

電気通信術（モールス電信）の試験方法の変更案に

対する意見募集の結果を発表しました。 

 上級資格へのステップアップが簡単になりそうで

す。 

【詳細】 

  総務省は、アマチュア無線技士国家試験における

電気通信術（モールス電信）の試験方法の変更案に

ついて、平成１６年１１月２５日から同１２月２７日まで

意見を募集しました。変更案は、総務省ホームペー

ジへの掲載及び総合通信基盤局電波部電波政策課

における資料配布により公開し、意見を郵便、ファク

シミリ及び電子メールにより受け付けたところ、３０１件

の御意見を頂きました。 

  総務省は、頂いた御意見を踏まえ、本変更案を実

施するために必要となる関係法令の改正案を作成し、

準備が整い次第、同案について意見を募集する予

定です。 

 

提出された主な意見の概要は次のとおりです。   

対象資格 意見要旨 件数 

現状を維持すべき（緩和す

るとしても総務省案より早い

速度とすべきとの意見等を

含む。） 

１３２ 件
１アマ、２アマ

総務省案に賛成。 １３９ 件

現状を維持すべき等。 １３３ 件
３アマ 

総務省案に賛成。 １０７ 件

１ ア マ 、 ２ ア

マ、３アマ（４

アマ） 

電気通信術（モールス電

信）の試験は廃止すべき。 
３５ 件

（注） 

１ 件数はのべ件数であるので、総件数（３０１件）とは

一致しない。  

２ 寄せられた意見は、意見内容が明確なもののほか、

抽象的・不明確なもの、限定的・条件付きのものなど

多種多様であり、単純に分類できないが、上表の分

類に当たっては、意見内容が抽象的・不明確なもの

についても、できるだけその意思を推定し、尊重する

よう努めた（全く推定できないものについては集計か

ら除外した。）。  
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３ 資格名称については、略称を用いた。  

（参考）総務省案及び現行試験は次のとおり。 

１アマ ： 

総務省案→１分間２５字の速度の欧文普通語による

約２分間の音響受信  

現行試験→１分間６０字の速度の欧文普通語による

約３分間の音響受信  

２アマ ： 

総務省案→１アマと同じ  

現行試験→１分間４５字の速度の欧文普通語による

約２分間の音響受信  

３アマ ： 

総務省案→電気通信術の試験を廃止し、「法規」に

おいてモールス符号の理解度を確認  

現行試験→１分間２５字の速度の欧文普通語による

約２分間の音響受信  

 

ＩＣタグ 

ＩＣタグで児童守れ、新システム実験へ…ＮＴＴデ

ータ 

 ＮＴＴデータは、食品の生産・流通履歴の追跡など

に利用されるＩＣタグ（電子荷札）を使って、地域ぐる

みの防犯対策に役立てるシステムを開発した。 

 ４～７月に、横浜市青葉区の小学生らを対象に実

証実験を行う。児童が通学路などで犯罪に遭遇した

場合、ＩＣタグが埋め込まれた手のひらサイズの装置

のボタンを押せば、親や警備会社に加え、現場近く

の住民にも携帯電話のメールなどで異状が知らされ

る仕組みだ。 

 実験は、横浜市立みたけ台小学校と協力して行う。

同小の通学区（約１平方キロ・メートル）が対象で、ＩＣ

タグから電波を常に発信する小型装置（縦６センチ、

横３・１センチ、厚さ１・１センチ）を児童ら約３００人に

携帯してもらう。電波の届く距離は１５メートル程度だ

が、受信機を３０か所に設置することで、ボタンを押さ

なくても、通学区内であれば児童の居場所を、親が

パソコンや携帯電話のインターネットで確認できると

いう。 

 緊急時に駆け付けてもらう協力者は、受信機近くの

住民から募る。児童がボタンを押すと信号が発信され、

最も近くに住む協力者に、名前や容姿など、被害児

童の特徴がメールで届く。 

 住民の支援を求める防犯サービスは、東京都品川

区でも非営利組織（ＮＰＯ）が簡易型携帯電話（ＰＨ

Ｓ）内蔵の専用端末を使って展開しているが、ＩＣタグ

は低コストで、居場所をより正確に特定できる利点を

持つという。 

 

ＩＣタグに新周波数割り当て・総務省 
 総務省は、微細なＩＣチップを使って情報をやり取り

するＩＣタグ（荷札）に対して新しい周波数を割り当て

る方針を固めた。950 メガヘルツ帯を想定しており、4

月にも利用できるようにする。この周波数帯を使えば

5～10 メートル離れた場所にまで電波を飛ばすことが

できるため、倉庫の物流管理などへの利用に弾みが

つきそうだ。 

 ＩＣタグは無線を使ってタグの情報を読み出す仕組

みで、バーコードより多くの情報をやり取りすることが

できる。これまで割り当ててきた周波数帯は数十セン

チ程度しか電波が飛ばないため、読みとり機をタグに

近づける手間がかかっていた。 

 新たに割り当てるのは 952～954 メガヘルツの周波

数帯。電波が飛ぶ距離がこれまでより長いため、ゲー

トの上部に読みとり機を設置しておけば、ゲートの下

を通過するだけでフォークリフトに載せた荷物のタグ

の情報を読み取ることが可能。欧米でも使われてい

る周波数帯なので、国際標準の育成にもつながると

いう。  

 

【参考】 

 IC タグが国内で普及するための条件としてベンダ

などが指摘しているのは、周波数帯の整理だ。現在、

国内の IC タグ実験では主に 135kHz、13.56MHz、

2.45GHz の周波数を使っている。問題はその通信距

離。135kHz は 1 メートル、13.56MHz も 1 メートルで、

2.45GHz は 2 メートル。ビルへの入室カードなどには

利用できるが、工場などで散らばる多数の IC タグを

同時にスキャンするには難しい。短い距離でしか無

線通信ができないなら、既存のバーコードと同じよう

な使い方しかできず、IC タグのメリットを生かしきれな

いのだ。 

 IC タグ関係者は、政府に対して 800/900MHz の

UHF 帯の開放を求めている。UHF 帯を使った IC タ

グは通信距離が最大 7 メートル前後と長く、流通や店

舗内、工場など幅広い利用が可能とされている。欧

米企業が中心となって進めているオート ID センター

でも UHF 帯を中心に実証実験を行っている。日本ユ

ニシスのソリューションビジネス統括部 ユビキタスソリ

ューション部 グループリーダ 松谷博氏によると、IC

タグの導入を予定している国内企業は実証実験を

13.56MHz で行い、法的な条件が整った段階で UHF

帯に切り替えることを予定しているケースもあるとい

う。 

 では、UHF 帯が IC タグで利用できるようになるのは、

いつごろか。総務省の「ユビキタスネットワーク時代に

おける電子タグの高度利活用に関する調査研究会」

は、今年 8 月に発表した中間報告の中で、2004 年度

中にも UHF 帯が利用できるようになるという見通しを

明らかにした。利用するのは、今年 3 月末まで KDDI

が 携 帯 電 話 サ ー ビ ス で 使 っ て い た 950MHz ～

956MHz の周波数。情報通信審議会が技術検証など

を進めて、2004 年度中にも利用の許諾を答申する見

込みとなっている。IC タグの実証実験が先行している

流通やアパレルなどは実験用免許を取得して、UHF



 2005 年 03 月 01 日 発行 第 09 号   通刊 222 号  毎月 1 日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                        Page３ 

帯を使った実証実験を始めるケースもありそうだ。 

 

コーヒー愛飲家は健康者 

コーヒーを毎日、肝がん発症率は半減…厚労省

研究班 

 コーヒーを毎日飲む人はほとんど飲まない人に比

べ肝がんになる率が約半分。 

厚生労働省研究班（班長＝津金昌一郎・国立がん

センター予防研究部長）が実施した大規模調査で、

コーヒー摂取量と肝がん発生率の関連がわかった。 

 コーヒー好きには朗報と言えそうだ。１６日付の米が

ん専門誌に掲載された。 

 同研究班は１９９０年から約１０年間、全国９か所の４

０～６９歳の男女約９万人を追跡調査。この期間中に

３３４人（男性２５０人、女性８４人）が肝がんになった。 

 この肝がん患者を喫煙などの影響を考慮して分析。

コーヒーを「ほとんど毎日飲む」人は、「ほとんど飲ま

ない」人に比べ、肝がんになった率が５１％も少なか

った。「１日５杯以上飲む」人では飲まない人の４分の

１まで低くなった。 

 コーヒーに含まれるどの成分が効果を及ぼしている

かはわかっていない。ただ、同じくカフェインが多く含

まれる緑茶を多量に飲んでいる人では、肝がん発生

率の低下はほとんど認められず、コーヒー独自の成

分の可能性が高いらしい。 

 ただ、研究班は、肝炎ウイルスに感染していない人

は、肝がんになることはまずないので、非感染者がコ

ーヒーをたくさん飲んで予防しようと考えることはあま

り意味がないとしている。 

 

春告魚（いかなご） 

瀬戸内海沿岸での春の風物「イカナゴ漁」が３

月７日に解禁になります。 

この時期注目されるのは、イカナゴの幼魚、シンコ

（新子・生後数ヶ月の当歳魚）で、体長３～４ｃｍ程の

イカナゴ（シンコ）を使って当地方の名産になってい

るくぎ煮を作ります。イカナゴの漁期は２月下旬から３

月下旬までのほんの短い間しかなく、この時期に捕

れたイカナゴをクギ煮（佃煮）にして保存食としていま

す。 

イカナゴのくぎ煮は神戸名物となっており、兵庫県

の播磨・明石、神戸・垂水、淡路島北部の地方では、

各家庭でイカナゴのくぎ煮を作ります。特にイカナゴ

のくぎ煮の発祥地、神戸市垂水区の垂水漁港に近

い商店街や魚屋さんでは、この時期イカナゴ一色に

染まるほどです。商店街などでは『イカナゴ』祭りを催

し、くぎ煮発祥の地としてアピールしています。 

イカナゴの時期になるとホームセンターや金物店

では、イカナゴの特設コーナーを作り、イカナゴのくぎ

煮を作るための大鍋と、保存容器を販売します。また、

デパートやスーパなどの食料品売り場でも、イカナゴ

専用のコーナーが作られ、鍋、保存容器はもちろん、

醤油、砂糖（ザラメ）、水飴、生姜、山椒などイカナゴ

のくぎ煮作りに必要なものをそろえて販売しています。

最近ではイカナゴのタレまでが登場するようになりま

した。 

イカナゴのくぎ煮は、基本的に醤油、砂糖（ザラメ）、

みりん、生姜を使って甘辛く味付けしますが、各家庭

によって味付けが異なり、鰹と昆布のだし汁、酒、山

椒、水飴、ゴマなどを追加したり、さらにレモンやハッ

サクなどの柑橘類を入れたり、最近ではピリ辛のクギ

煮と称して鷹の爪を加える事も多くなったそうです。

伝統の味も時代の流れに乗りそれぞれに進化し各家

庭の味の特徴を出しているようです。 

イカナゴのくぎ煮の発祥地は神戸市垂水区と言わ

れています。そもそもイカナゴは醤油煮（佃煮に近い

もの？）として瀬戸内海沿岸地方に古くからあったも

のらしいのですが、それを佃煮として完成させ、くぎ

煮と名付けたのが垂水の漁業関係者だと言われてい

ます。名前の由来はイカナゴの炊きあがった姿が『折

れ曲がった古くてさびた釘』に似ているところから名

付けられたそうです。 

 

イカナゴ （玉筋魚・いかなご） 

イカナゴはスズキ目イカナゴ科で、日本各地に生

息していますが移動性の少ない魚です。体長は１５

～２５ｃｍ。体は円筒形で細長く腹びれがありません。

動物性プランクトンを主食としています。名前の『か

な』が糸という古語に由来し『糸のように細長い魚』と

言う意味があります。イカナゴは水面を長い群（玉）に

なって泳ぐ性質がありそのため漢字では『玉筋魚』と

書きます。 

瀬戸内海では、明石海峡から播磨灘に広がる『鹿

之瀬』という砂地の浅瀬があり、この砂地にイカナゴ

が住み着いています。イカナゴは１２月頃産卵し、生

まれたイカナゴは２下旬頃には体長が３ｃｍ前後に成

長します。これをイカナゴのシンコ（新子）と言い、生

後１年以上のものをフルセと言います。イカナゴのく

ぎ煮に使うのはシンコの方で、フルセは釜揚げや天

ぷらなどに使われますが、大部分は養殖魚の餌とし

て利用されることが多いようです。 

イカナゴ漁は、フルセは産卵の終わる１月中旬頃

に解禁となりますがシンコは生育状況や分布状況が

調査されたのち、２月下旬から３月上旬頃に漁が解

禁されます。 

イカナゴ漁は船曳き網漁（別名：バッチ網）と言って、

通常３隻で一組となり、２隻の漁船で長さが３００～３５

０ｍにもなる大きな袋網を引っ張ります。潮流に流さ

れ潮の淵に寄せられたイカナゴを目の細かい網で捕

っていきます。 

『残したい日本の音 100 選』にも認定された垂水漁

港のイカナゴ漁 

漁が解禁になると数え切れないほどの漁船が漁に出

ます。神戸近辺の漁場は垂水～明石沖で明石海峡
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大橋を挟んで東西両側が主な漁場となっているよう

です。漁は日の出前の早朝から午前中に行われ、船

のエンジン音、船上の漁師さんたちの威勢のいい掛

け声、網にかかったイカナゴが飛び跳ねる音、漁船

に群がるカモメの鳴き声など、垂水漁港のイカナゴ漁

で出る音が環境省の選定する『残したい日本の音風

景１００選』にも認定されています。 

『たこフェリー』『明淡高速船』『淡路ジェノバライン』

の受難 

イカナゴ漁は明石海峡の航路に沿って漁船がびっし

り並びます。そのため一般の船舶が正規の航路を航

行出来ず漁船を避けながら航路したり、通るところが

無くて立ち往生することもあります。ご存じの通り明石

海峡は船舶の航行が非常に多く、この時期、漁船で

いっぱいになる明石海峡は大型船が航行する際、漁

船を警戒し汽笛を何度もならしながら航行していきま

す。 

明石と淡路を結ぶ『たこフェリー（明石淡路フェリー

株式会社）』『明淡高速船』『淡路ジェノバライン』など

明石海峡を横断する船舶にとって、イカナゴ漁は最

悪で、通常、明石から淡路島を最短距離で結んでい

るのですが、漁船が東西にびっしり並んでいるため、

西や東へイカナゴ漁の漁船をかわしながら、通常の

航路から大きくはずれ航行しています。そのため、イ

カナゴ漁の時期はフェリーの運行時間も相当長くな

っています。このように異常な過密状態ですから海上

での事故を警戒し巡視船も通常より多く警戒にあた

っています。 

大阪湾海上交通センターでは、レーダー画像など

を使ってイカナゴ漁の操業情報を提供しています。

大阪湾のレーダー画像では大阪湾から明石海峡を

航行する船舶のレーダー映像・船舶の動きが分かり

ます。これを見ればいかにイカナゴ漁の漁船が多い

か分かります。 

イカナゴの漁獲量も最近では、海底の砂の採取に

よる生息地の減少や乱獲の影響で年々減っているそ

うです。イカナゴ漁が始まるこの時期、カレイやアイナ

メなどの稚魚が泳ぎだし、タイ、サワラ、アジ、サバな

どが明石海峡周辺に入り込みます。イカナゴの生息

数が減るとイカナゴをエサとしているこれらの魚の漁

獲量にも影響してくるそうです。そのためイカナゴ漁

は産卵期の漁を規制し、漁の解禁も産卵やシンコの

成長を確かめてから決められます。 

イカナゴには変わった特性があり、冷たい水を好

むイカナゴは、夏が近づき水温が１８℃を超える頃に

なると砂に潜って夏眠する性質があります。水温の高

い６月から１１月ごろまでは砂地で眠っているのです

が、眠っていても体が成長するという特徴があります。

水温の低くなった１１月下旬頃に夏眠から覚め、産卵

します。稚魚は２月下旬から３月には体長３㎝位に成

長します。 

 

【イカナゴのくぎ煮の作り方】 

イカナゴの漁が解禁になりシンコが魚屋さんに出回り

はじめると各家庭でくぎ煮作りが始まります。くぎ煮は

佃煮のように醤油、砂糖（ザラメ）を使った甘辛い味な

のですが、各家庭により調味料の配分、隠し味に使う

秘伝の食材などがあり、それぞれ特徴のある味に仕

上がります。 

イカナゴの調理法 

イカナゴのくぎ煮の出来の善し悪しは、味付けはもち

ろんですがくぎ煮に使うシンコの鮮度が重要なポイン

トになります。シンコは足が速く浜揚げされてから数

時間で味が変わると言われています。またシンコは成

長が早く漁が解禁になる頃は体長が３ｃｍ前後です

が、漁が終わる３月下旬頃には４～５ｃｍ前後になっ

ています。小振りなものは煮くずれしやすいのですが

柔らかく出来上がります。 

イカナゴ（シンコ）、醤油、砂糖（ザラメ）、みりん、生姜

を用意します。 

イカナゴは水（塩水を使うとぬめりが取れやすい）で

軽く洗っておきます。（シンコのような小魚は水で洗う

と水分吸収し鮮度が落ち味を損ねるので、鍋に入れ

る直前に洗います。） 

鍋に醤油と砂糖（ザラメ）を入れ沸騰させたところに、

細切りの生姜とイカナゴを散らし入れます。このとき一

度に入れて鍋の温度を下げないように少しずつ入れ

ます。イカナゴが全部入ったらアルミホイルか軽めの

落とし蓋をのせ、泡立つ程度のやや強めの火力で煮

詰めていきます。 

イカナゴは煮くずれしやすいので途中、箸などでかき

混ぜず、鍋を揺するようにして全体を混ぜます。煮汁

が少なくなりイカナゴの身が締まってしっかりしてきた

ら鍋がえしをして煮汁を全体にからませます。このと

き適量の水飴、生姜の絞り汁などを加えます。煮汁が

無くなるまで煮つめたらザルやバットなどに広げて冷

まします。 

 

くぎ煮を美味しく作るためのポイント 

１．お鍋にイカナゴを入れる時には、強火で煮汁を沸

き立たせておきます。そこにイカナゴを煮汁の温度が

下がらないように少しずつ何度かに分けて入れます。

そうする事によってイカナゴがひっつく事が無く味が

全体になじみます。 

２．イカナゴを全量入れ落とし蓋をした後は少し火力

を落としますが、弱火ではなく煮汁の表面が泡立つ

程度のやや強めの火力で煮詰めます。 

３．煮くずれしやすいので途中箸などで混ぜてはい

けません。鍋を揺すって混ぜます。 

４．煮汁が無くなるまで煮詰めたら、ザルやバットに薄

く広げて余分な水分を飛ばし、冷まします。このとき

山盛りにしてるとひっついて固まってしまいます。 

 


