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年度替りについてのお知らせ 
 

手続きはお済ですか？ 

当会の会計年度は毎年 7 月初日に始まり翌年の 6

月末日に終わりますので、各支部事務局は新年度を

迎えるにあたり、以下の各手続きをとられるようお願い

致します。 

①本部会費の納付手続きをお願いします。 

年会費は一局 1600 円になっております。 

②住所等の変更があった方はご連絡をください。 

住所、常置場所の変更申請の届けをまだ総合通信

局に届けていない方は至急ご連絡ください。 

 

※再免許、変更申請届用紙類のプリントアウトの無料

サービスを行なっています。 

 

ＪＰ３ＹＨＥ管理団体便り 

レピータ基地局までの林道脇に生えてる熊笹が伸

び放題なので、刈り取ってきました。 

また、収納箱の外箱にサビも浮いていましたので、

トタン用の油性ペンキで塗りなおしてきました。 

刈り取り前（道が無いよ） 

刈り取り後（こんなに綺麗に刈り取られました。） 

 

元祖オタク、アマ無線家の世界 

マサチューセッツ州ケンブリッジ発 

オタクのことなら何でも知っていると思っているなら、

アマチュア無線愛好家の不要品交換会や集まりに顔

を出してみるといい。 

 

当地で開催されている『MIT スワップフェスト』やオ

ハイオ州の『デイトン・ハムベンション』では、『ギャッ

プ』の身体にぴったりしたTシャツやおしゃれなメガネ

を身につけている人はあまり見かけない。 

どちらもアマチュア無線(ハム)愛好家の集まりで、機

材を買ったり、電話やコンピューターでは（とくに緊急

時に）連絡がつかないことが多い場所との通信を改

善するための情報交換をしたりする場になっている。 
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 現在、アマチュア無線に使われている帯域は、電

力線ブロードバンド(BPL)などの新技術による混信の

脅威にさらされている。それでも昨年には、米連邦通

信委員会(FCC)が許可したアマチュア無線の免許が

68 万 3000 件を超え、過去最高となった。しかし、MIT

スワップフェストやデイトン・ハムベンションのようなイ

ベントを訪れない限り、こうした熱狂的なアマチュア無

線マニアと直に会うことはめったにないかもしれない。 

 

 「ここには大きなコミュニティーがある。それなのに

人目につかない」と、ケンブリッジに住むコンピュータ

ー・コンサルタントでアマチュア無線家のマーティー・

コナー氏は語る。 

 

 なぜかというとアマチュア無線家は、マラソン大会の

サポートや緊急時(最近のインド洋津波や 2001 年の

同時多発テロ直後など)の救援といった人目を惹くボ

ランティア活動も行なうが、それ以外の時は「シャッ

ク」と呼ばれる小さな無線室で新しい無線技術を試す

のに忙しい場合が多いからだ。 

 

 アマチュア無線家はオタクの元祖と言える存在だ、

とテネシー州メンフィスのアマチュア無線家、 トム・メ

ドリン氏（写真）は指摘する。メドリン氏は米フェデック

ス社で通信エンジニアとして働いている。ブログやボ

ッドキャストが登場するずっと前からアマチュア無線

家は、第二次世界大戦で使われた軍用品の払い下

げの無線機と裏庭に設置したアンテナを使って世界

中の人々と通信していた。 

 

 「アマチュア無線家の多くは機材を自作して、たえ

ず実験している。自分たちに何ができるか知りたいの

だ」とメドリン氏は言う。メドリン氏は 5 月 20 日(米国時

間)から開催された毎年恒例のデイトン・ハムベンショ

ンではウェブカメラを披露した。 

 

 また、アマチュア無線家はパケット無線通信の開発

などにも貢献している。これは今日のインターネットや

ワイヤレスネットワークに使われている通信プロトコル

のもとになった技術だ。 

 

 ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学(MIT)

などの大型の送信機を持つクラブに所属するアマチ

ュア無線家は、地球の裏側にいるアマチュア無線家

と直接通信できる。さらには『国際宇宙ステーション』

(ISS)との交信も可能だ。 

 また、彼らは数多くのリピーターアンテナをインター

ネットに接続してきた。リピーターアンテナとは特定エ

リア内の信号を増強するもので、これがあれば自宅の

裏庭に巨大な無線アンテナや無線塔を建てなくても

遠距離通信ができる。 

 

 米国では、アマチュア無線家は特定の周波数を使

うのに免許が必要で、FCC の定めた品位基準に従わ

なければならない(そういう意味で、CB[トランシーバ

ーなどの個人用周波数]無線やインターネットとは大

きく異なると、愛好家たちは述べている)。 

 

 アマチュア無線家のもう 1 つの気晴らしは「おしゃべ

り」(ragchewing)だ。これは屋根に据え付けたアンテナ

やリピーターを利用して、自宅の無線室やマイカーか

ら愛好家同士でおしゃべりをするというもので、話題

は新しい機器から、今話題の「逃げた花嫁」[結婚式

直前に姿を消した女性が、誘拐されたと警察に虚偽

の説明をしたとして起訴された事件]まで、あらゆるこ

とに及ぶ。 

 

 「車で通勤している途中は、周囲の至るところにア

マチュア無線家がいる。何千人もの人々が巨大なパ

ーティーラインでしゃべっているようなものだ」と、コナ

ー氏は言う。コナー氏は MIT スワップフェストの一角

で、「無料アドバイス(写真)」を提供している。MIT スワ

ップフェストは 4 月から 10 月まで月 1 回開催されてい

る。 

 

 アマチュア無線家は無線用語とコールサインを交え

て門外漢にはさっぱり分からない話をし、モールス信

号の良さは不滅だと好んで口にする。モールス信号

はいまだにアマチュア無線では多くの人に利用され

ている。 

 MIT スワップフェストには一言も口をきかない買い

物客さえいる。 

 

 MIT スワップフェストで真空管を使った無線機など
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の機器を販売しているリン・シャックルフォード氏(写

真)は、自分の売り場にやってきた 2 人の学生のこと

が今でも忘れられないという。 

 

 「身につけたホルスターに電卓を入れてやって来た。

2 人は計算機を取り出して数字を打ち込み始め、2、3

度互いに見せ合った。それから、一言も口をきかずに

去っていった」とシャックルフォード氏は語る。同氏は

ニューハンプシャー州マンチェスターにある米アー

ト・アティック社の経営者の 1 人で、アマチュア無線の

免許を持つ愛好家だ。 

 

 アマチュア無線家のコミュニティーは規模が拡がっ

ているものの、高齢化も進んでいる。アマチュア無線

家の全国組織である ARRL によれば、米国のアマチ

ュア無線家の 40％以上が退職者だという。 

 

 アマチュア無線関係のフリーマーケットで見かける

入れ墨は、色が薄くなってしわが寄っていることが多

く、この人もかつては本当の軍人だったのだろうと思

わせる。ケルト神話にちなんだファンタジーの世界の

戦士とは違うのだ。ポケットプロテクター[ペンのインク

でシャツが汚れないようにポケットに指すホルダー]を

身につけ、分厚いメガネをかけている人も多い(メガネ

のフレームをテープで補修している人もいる)。 

 

 若者にアマチュア無線技術を教えたいと熱望して

いる人も多い。 

 

 「(MIT スワップフェストには)本当に頭の切れる人が

集まる。ノーベル賞受賞者も来るくらいだ」と、ハーバ

ード大学の学生、マシュー・グラインさんは語る。MIT

スワップフェストも共同で主催するハーバード大学無

線クラブの会長を務めるグラインさんは、FCC の発行

した無線コールサイン「KG2OT」でも知られる。 

 

 「天に恥じない」オタクとして知られている、MIT のジ

ェラルド・ジェイ・サスマン教授(電気工学)はスワップ

フェストの常連だ。 

 

 スワップフェストには、オタクの中でも最も悪名高い

人物、ベルンハルト・ゲッツ氏も以前よく姿を見せたと

言われている。1984年に地下鉄で4人の若者に襲わ

れそうになったとして相手を死傷させて以来、ゲッツ

氏はニューヨークでは「サブウェイ・ビジランティ」(地

下鉄自警団員)と呼ばれている。 

 

 ゲッツ氏はインタビューには応じられないと電子メー

ルで答えてきた。デイトン・ハムベンションで忙しいこ

とをほのめかす文面だった。 

 

[日本語版：矢倉美登里／長谷 睦]  

 

スパイご用達？ 

 短波「乱数放送局」の謎     Jason Walsh 

 電波のなかでも短波と呼ばれる帯域は、音質がよく

ないため、民間の放送局にはほとんど使われず、お

もに政府関係の放送局に利用されてきた――たとえ

ば、『BBC ワールド・サービス』、『ボイス・オブ・アメリ

カ』(VOA)、『ラジオ・フランス・インターナショナル』

(RFI)のような国営放送があるかと思うと、『ラジオ・ハ

バナ・キューバ』や米国政府が資金を提供している

『ラジオ・フリー・イラク』のようなプロパガンダ放送もあ

る。 

 いっぽう、過去 30 年にわたって、それ以上に好奇

心をそそる国際放送電波が受信されている。 

 世界のいたるところで、地球全体をカバーできる強

力な送信機が、一聴したところ無意味に思える数列

や文字列を、大量の耳障りな電子ノイズとともに放送

しているのだ。 

 このような「乱数放送局」を運営しているのは大規模

なドラッグ密売組織だと推測する人も、一部にはいる。

しかしもっと可能性が高いのは諜報機関だろう。この

ことは、イギリス政府が暗に認めており、キューバに関

しては偶然真相が明るみに出たことがある。 

 このところ、公共放送局が衛星放送やインターネッ

トといったメディアに力を入れるようになってきたため、

短波放送はすたれつつある。そのいっぽうで、奇妙

な乱数放送局は、冷戦の終結や、新技術の発展など

はまるで意に介していないかのように短波送信を続

けている。一部の国では、これらの信号を聴くこと自

体が違法とされている。 

 乱数放送の聴取者たちが信号を解読できる見込み

はほとんどない。それでも、このような放送局をめぐっ

ては、非常にマニアックなリスナーのコミュニティーが

形成されている。 

 奇妙な電波放送への好奇心は非常に高く、その影

響は大衆文化にも及んでいる。たとえば、映画では

『バニラ・スカイ』、そして音楽ではウィルコ(日本語版

記事)、ポーキュパイン・トゥリー、ステレオラブといった

バンドの楽曲にも登場した。イギリスのレーベル、ア

ーディアル・ディスクス社では、さまざまな放送を録音

し、奇妙な音響を詰め込んだ、まるでコンセプチュア

ル・アートのような 4 枚組の CD をリリースしている。 
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 乱数放送局の存在を公式に認めた政府は、これま

で 1 つもない。しかし、英貿易産業省(DTI)は 1997 年

にロンドンの『デイリー・テレグラフ』紙に対し、謎めい

たことは何もなく、これらの放送局は「一般消費者に

向けられたもの」ではないと述べている。 

 北米に向けて、スペイン語で 5 桁の数字を読み上

げる乱数放送があるが、この発信元はキューバと考

えられている。『ラジオ・ハバナ・キューバ』から誤って

同時放送で乱数音声が流れたことから、発信元がキ

ューバであることが露呈した。もちろん、そのときの信

号を放送したのは米中央情報局(CIA)で、技術的トラ

ブルと思われたものは実は本物のミスではなく、情報

撹乱のための謀略だったという説もある。 

 乱数放送局の発信する電波は、低出力とは言えな

い。低出力ならば、人目を避けて潜行中の工作員に

よる放送とも考えられる。しかし、乱数放送局の信号

は強力な送信機から発信され、世界中に届いている

ことを考えると、送信に必要となる巨大な送信塔を隠

すことは困難なはずだ。 

 信号のスペクトル分析によって、こうした放送では、

変調データのバーストが混じることや、可聴範囲外の

ノイズが繰り返し発生していることが明らかになってい

る。 

 一部の放送局は、秘密裏に工作員によって使用さ

れている。2001 年 9 月 22 日(米国時間)には、米国防

情報局(DIA)のキューバ担当上級アナリスト、アナ・モ

ンテス氏が逮捕された。モンテス氏は、キューバの乱

数放送局からメッセージを受け取っていたことが判明

している。 

 イギリスでは、東ドイツのためにスパイ行為を行なっ

ていたロビン・ピアソン博士が 1982 年以降、シュター

ジ[東ドイツの秘密警察]の工作員から一方的に送信

される無線メッセージを受け取っていた。 

 また最近では、イラクをめぐる紛争によって、少なく

とも 2 つの放送局が誕生している。イギリスの国際情

報機関『MI6』が運営していると思われる『E03A』と、

エジプトから放送されている『E25』だ。 

 なかで最も好奇心をそそる存在は、4625KHz を使

用している放送局だろう。なにしろ、20 年以上にわた

って同じ信号を送信しつづけているのだ。その信号

は、ブザーのような音で 1 分間に 25 回繰り返され、

『ザ・ブザー』というニックネームが付けられている。送

信塔は、モスクワの北西 30 キロメートルのところにあ

る。 

 この周波数では、ブザー音ばかりが流れ、音声によ

るメッセージが放送されたことは過去に 2 回しかない。

この周波数が確保されている理由は謎に包まれてい

る。 

 カナダ軍で兵役を務めた経験もある、非常に熱心

な短波放送の愛好者は、「これは、核兵器による紛争

が勃発する直前といったような、極度の緊急事態に

陥った場合に備え、最後の頼みの綱として確保され

ている周波数」ではないだろうかと推測する。 

 乱数放送のトラフィック分析を専門に行なうイギリス

の団体『エニグマ 2000』のメンバー、ポール・ボーモ

ント氏は、このブザー音について、「ミサイルと何らか

の関係があるのだろう――おそらく時計の役目」を果

たすのではないかと示唆する。 

 いっぽう、イギリスの雑誌『ショート・ウェーブ・マガジ

ン』の編集者、ケビン・ナイス氏は、ブザー音に対する

関心の高さに困惑する。 

 「これはひょっとしたら、データモデムかもしれない。

短波は、あらゆる種類の奇妙な雑音にあふれている。

正体としては、あらゆる可能性が考えられる。この放

送だけにことさらに興味が集まるのは妙な話だ」とナ

イス氏。 

 ボーモント氏は、リスナーが絶対に暗号を解読でき

ないとしても、このような放送には魅力があると話す。

熱心な愛好家たちは受信スケジュールを作成し、お

びただしい数の放送局に周波数を合わせている。 

 「乱数放送局には、きちんとしたスケジュールがあり、

信号の特徴から他の局とも識別可能だ。メッセージを

解読するのはまったく不可能だが、それでもトラフィッ

ク分析はできる」とボーモント氏は述べた。 

 イギリス軍の情報機関では、乱数放送局といったも

のが、ジェームズ・ボンド的ないかにもスパイらしい雰

囲気をかもし出す点を、明らかに意識している。もし

かすると、これは単なるスパイ募集用のツールでしか

ないのかもしれない。 

 そうした機関の求人広告では、たとえば、左寄りの

論調で知られる『ガーディアン』紙に掲載されているも

のでさえ、就職後はずっと机にかじり付いて過ごす可

能性のある職種の募集にも、秘密情報員のようなイメ

ージが示唆される。最近掲載された清掃係の求人広

告には、次のような興味深い文面が見受けられた。 

 「パートタイムの清掃係／内部的補助者。1 万 6903

ポンド、歩合給。われわれの業務は、新聞のトップニ

ュースを飾ることもあれば、まったく人目に触れず、密

かに行なわれることもある。しかし、応募者があれこれ

と読んで知っていようといまいと、われわれが犯罪、ド

ラッグ、テロといった脅威からイギリスを守るうえで、非

常に重要な役割を果たしていることに変わりはない。

採用者には、われわれのロンドン・オフィスの物陰に

潜み、この場所を手抜かりなく清潔に整頓してほしい

と希望している。業務内容は厳格に決められているも

のではないため、柔軟性を備え、われわれが必要と

するどんな仕事にも喜んで手を貸す態度が求められ

る」 

 

 


