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団体の名称が換わりました。 

ＪＪ3ＺＦＣ 全国８４愛好会 和歌山支部が 

政治結社 大日本西龍会 無線部 に変更になりま

した。 

 

名称の変更だけですので、その他の事項の変更は

有りません。 

 

正体不明のＪＡＭＳＡＴと言う団体 

2006 年 4 月 11 日に jamsat@jamsat.or.jp のアドレ

ス名で JJH3YRO 宛てに一通のメールが届いたのが

事の始まりです。 

メールに書かれていた内容は、「音声 BBS の運用

を停止してください。」との事でした。 

JH3YRO が開局して既に云１０年経ちますが、現在

までこの様な経験をしたこともなく、日々、楽しくアマ

チュア無線を楽しんでいた私達に対して、どこの誰か

が知らないが「jamsat」と言う方が、高圧的な文面で当

クラブ宛てに命令してきたのです。 

 相手方にどの様な迷惑を掛けているのか？。メー

ルの真意を確かめる為に、怒りを抑えながら、早速、

「ぶしつけなメールで申し訳ありませんが、以下のＩＰ

アドレスは貴団体と関係が有りますでしょうか。ご返事

をお待ちしております。」と私のコールサインと名前を

書いて返信メールとして送り返すとともに届いたメー

ルのＩＰアドレスを調べる事としました。 

  

http://www.mse.co.jp/ip_domain/のＩＰドメインＳＥＡＲ

ＣＨを使い調べた結果、次の内容がわかりました。 

Domain Information: [ドメイン情報]  

a. [ドメイン名] GENNY.OR.JP  

e. [そしきめい]  

f. [組織名] General public Network Yard(藤本 和行)  

g. [Organization] General public Network 

Yard(Fujimoto Kazuyuki)  

k. [組織種別] 非営利団体  

 

 

l. [Organization Type] Non-profit Organization  

m. [登録担当者] KF009JP  

n. [技術連絡担当者] KF009JP  

p. [ネームサーバ] ns-tk012.ocn.ad.jp  

p. [ネームサーバ] ns1.genny.or.jp  

[状態] Connected (2006/04/30)  

[登録年月日] 1993/04/05  

[接続年月日] 1993/05/12  

[最終更新] 2005/05/01 01:06:14 (JST) 

 

得られました情報の内、f. [組織名] General public 

Network Yard(藤本 和行)に書かれています「Genera 

l public Network Yard」とは、どの様な組織かとインタ 

ーネットを使って検索をした結果、http://www.n fk. 

org/kaz/network.html のページにたどり着きました。 

Web には以下の内容が書かれておりました。 

アマチュア無線とネットワーク 

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

アマチュア無線によるデータ通信（パケット通信）がア

メリカで始められた頃、機材を個人輸入してパケット

通信を始めました。はじめは交信相手もいなかったの

ですが、あっという間に日本でもブームがやって来ま

した。「普通のパケット通信」に飽きてきた頃、KA9Q

（フィル・カーン）が無線を使った TCP/IP パッケージ

を発表し、飛びつきました。メールの交換や FTP、

telnet など今までパソコンではできなかったことが、し

かも無線を使って可能になるという夢のようなソフトだ

ったのです。運用者が増えるにしたがってニュースシ

ステムの必要性を感じたのは誰しも同じで、アマチュ

ア無線による TCP/IP 通信で初めてのニュースシス

テムである「寺小屋」登場するまでにはそんなに時間
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はかかりませんでした。こうなると無線の世界だけで

なく、有線の世界とも相互乗り入れをと考えましたが、

当時の JUNET 内ではそれを拒絶する方も多くまた、

法的にもグレイの部分が多すぎ、時期相承と判断し

ました。無線側にもインターネットの知識などが充分

に備わっていなかったことも事実です。そこで、当時

は今のように個人レベルで参加することが困難だった

インターネットに個人でも参加できるようにと General 

public Network Yard（Genny）を関西で旗揚げしまし

た。最近ではネットワークプロバイダも数多く登場し、

その多くが関西に NOC を持っています。当初の目的

の一つでもあった個人でのインターネットへの参加と

いう意味では、Genny はその役目を果たすことができ

たのではないかと考え、1995 年４月に一旦、関西で

の Genny は解散しました。しかし、無線とインターネッ

トの相互接続はまだ果たせていませんし、関西に比

べここ北九州ははっきり言って「ネットワーク田舎」で

す。果たしていない夢と少しでも多くの方にインター

ネットのすばらしさを知ってもらうために、今後の

Genny は北九州を中心に活動して行きます。  

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

kaz@genny.or.jpkaz@asahi-np.co.jpjl3ouw@jh1ynw.p

rug.or.jp 

 

この文面を読む限り、紛れも無いパケッターの団体

では無いですか。それも私の知る限りでは、たちの悪

い朝日新聞の関係者と推測されました。 

早速、書かれていたメールアドレス（kaz@genny.or. 

jp kaz@asahi-np.co.jp  jl3ouw@jh1ynw. prug.or.jp 

）宛にメールを送りましたが、いずれのアドレスも、現

在、使われておらず「failure notice」との事でメールが

返送されてきました。 

 JARL のメールサービスには、登録されておらずで

駄目だし、当然のごとく、JARL のコールブックに載っ

ていた有線番号に連絡しても、「現在、使われており

ません」とアナウンスが流れるだけでした。 

続いて Genny と言う言葉をキーに検索をかけると

http://www.genny.or.jp/に Web を見つけました。 

そこに書かれておりました掲示板に、音声ｂｂｓの事

が書かれておりましたので、「何か問題が有りますか」

との書き込みを JH3YRO 名でしてみました。 

掲示板という性格上、書きたい事の百分の一も書く

事が出来ないので。「JARL のコールブックには住所、

有線番号も載せていますので、連絡してください。」と

の書き込みをして出方を待っていましたところ。 

「近畿総合通信局陸上三課の担当官を交えてお

話しましょうか？仕事でお付き合いのある担当官はア

マチュア無線も担当していますから、いつでもお話し

ますけど。」とのか返答が同掲示板でなされました。 

お気づきと思いますが、陸上三課は免許の許認可

の担当部署です。 

願ってもない書き込みなので、返答と言うかたちで

「結構です、いつでも出かけます。宜しくお願いいた

します・」と書き込みましたが、これが最後の jo3ouw

（藤本 和行）とのコンタクトで、それ以後の書き込み

に対しての返答もなくなりました。 

形勢が悪くなると無視をする！。これが、彼らの常

套手段です。 

文章が後先になりますが、事の発端のメールの事

を切り出すと、「確かに私が所属する組織に割り当て

られた IP アドレスですね。 

でも、私ではありません。」こんな返答がどこの世界で

通用するのでしょうか。 

なぜならば、記載されておりますＩＰアドレスの管理

者は本人（JL3OUW 藤本 和行）ですから。 

いくら待っても有線連絡も来ないので、総務省の

無線局免許情報検索で、JL3OUW を調べてみまし

た。 

得られたデータによると、平成１６年に大阪府枚

方市で免許を受けていることが判明しましたので、Ｎ

ＴＴの電話番号案内で枚方市の藤本 和行の名前で

電話番号の登録が有るか？問い合わせてみましたが、

これもまた、からぶり、掲載されておりませんでした。 

JAMSAT 名で送られてきたメールに対しての返信

メールも何の音沙汰無しで、２週間以上経ちましたの

で、JAMSAT の Web に載っていました連絡先である

アドレス Webmaster [@] JAMSAT.or.jp 宛てに、４月１

１日に送りましたメールと同文（「ぶしつけなメールで

申し訳ありませんが、以下のＩＰアドレスは貴団体と関

係が有りますでしょうか。ご返事をお待ちしておりま

す。」）を送りました。 

次に、送られてきたメールアドレスのアドレス名の

「JAMSAT」とはどの様な団体か調べてみましたところ、

驚くではないですか、JARL Web の関連リンクにリンク

されている団体では無いですか。 

メールを送っても返信もない、どこに連絡すればい

いのかさっぱり分からない団体がリンクされているで

はないですか。 

リンクされている事で、彼らが高圧的な態度で、メ

ールを送りつけた理由がわかったような気がします。 

きっと、JARL に認められた唯一の団体と彼らは錯

覚したのでしょうね。 

このままでは、JARL の資質が問われかねないので、

JARL Web の担当部署宛てに問合せの文章を送る

ことにしました。 

 

要点は 

1・JAMSAT がなぜ唯一、リンクされているのか。 

2・事務所の所在も不明で、Ｅメールを送っても音なし

の連絡を取ろうとしても取れない幽霊団体にリンクを

貼るのは納得できない。 

3・リンクを解除していただきたい。 
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の三点でした。 

数日後に JARL の担当部署から返答が届きまし

た。 

概略 

JAMSAT につきましては、レスボンスは遅いものの

現在も活動を行っていると聞いておりますので、別紙

の「専門分野に特化したアマチュア無線関連団体へ

のリンク」のタイトルに移動し AMSAT の日本組織を明

示するとともに、「アマチュア無線・情報通信の機関・

団体、国際関係機関へのリンク」に新たに AMSAT を

加えたいと思いますので、何とぞご理解くださいます

ようお願いいたします。との事です。 

 

お気づきの事と思いますが、あまりにもまと違いの

返答でしたが、JARL も苦しいのだと思い、怒りを抑え

て大人の対応をとる事としました。 

一体、JAMSAT の代表者に連絡を取るのにはどの

様にしたら良いのか、コールブックに載っている住所

（佐賀市）の有線番号に連絡しても「現在は使われて

おりませんとアナウンスが流れるだけです。 

 

いくら待っても、送りましたメールの返信が帰って

来ないので、再度、JAMSAT 宛てにメールを送ると、

あろうか「受信者の 1 人がサーバーによって拒否さ

れたため、メッセージを送信できませんでした。 拒否

さ れ た 電 子 メ ー ル  ア ド レ ス  : Webmaster [@] 

JAMSAT.or.jp 件名  'お尋ねします'」との事で、ま

るで私のＩＰアドレスがスパムの様に拒否されているで

は有りませんか。 

尋ねられた事に、一度も返答もせずにメールを拒

否するとは、さすがはパケッターのやる事だと妙に感

心させられました。 

結論から言いますと、サーバーの管理者である、

JL3OUW（藤本 和行）、JAMSAT の代表者 JA3G EP 

 (毛利 幹生)、両氏の所在地は不明で、連絡方法さ

え把握できませんでした。 

唯一、救える事は、郵政省の無線局免許情報検索

で JL3OUW は大阪府の枚方市、JA3GEP は滋賀県

の草津市に常置場所が有ると言う事です。 

今回に限らず、パケッターを探すときは何時もこの

ようなことが多々あり、苦労していましたので、想定内

の事ですが、何故、ここまでして、彼らは顔を隠さな

ければならないのでしょう。私には到底、理解が出来

ません。 

今回の件は、相手側から一方的に売られた喧嘩で

あり、個人情報の陰に隠れて顔を出さない卑怯な輩

たちが相手なので、本人たちを確認するまでには日

数がかかると思いますが、人を馬鹿にするような態度

しか取れない輩には、きついお灸をすえて、人とはど

の様なものか教えるつもりです。 

趣味の世界であるアマチュア無線で、本当なら明

らかにされるべき免許人の所在地を無理に隠し通し、

さも、自分たちがパイオニアだと言っている、偽善者

達が蔓延っていると言う事です。悲しい限りですね。 

私のポリシーとして、自分から攻撃する事は有りま

せんが、攻撃されたら徹底的に相手にダメージを与

えるまで攻撃の手は緩めません。 

文中、乱文等が有りましたらお詫び申し上げますと

共に、情報をお寄せいただきました方々にお礼申し

上げます。 

ｄｅ JJ3UXN 

参考 

音声ＢＢＳについて 

毎時０分（ＰＣ内蔵時間）ごとに約 10 秒から 20 秒前

後の定時アナウンスが流れますが、この回路は混信

を防ぐために、スケルチと連動しておりますので、無

音状態を感知したときにしか流れません。 

 

燃料電池 

日立マクセルは、2006 年 4 月 24 日、水とアルミニ

ウムとの反応による水素発生システムを確立し、この

システムを水素発生源とした燃料電池を開発したこと

を発表した。さらにこの燃料電池を使用した 10W 級

モバイル電源を開発し、ノート PC を動作させること

に成功した。 

現在、開発が進められている燃料電池として、メタ

ノールを燃料とする「直接メタノール形燃料電池

（DMFC）」や、高圧ボンベなどの水素を燃料とする

「固体高分子形燃料電池（PEFC）」などが存在する。 

DMFC では出力の低さと、燃料ロスや電圧低下、

発熱の原因となる「メタノールクロスオーバー」という

課題が、PEFC では改質装置および高圧ボンベによ

る複雑な機器およびコスト高などの課題がある。 

今回開発された燃料電池は、水とアルミニウムとの

反応による水素発生システムを利用した PEFC。水と

アルミニウムとの反応による水素発生システムは、室

蘭工業大学の渡辺正夫教授の研究に端を発してい

るが、マクセルはさらなる検討を加え、独自のアルミニ

ウム微粒子化プロセス技術の開発に成功した。 

これにより、室温で 1 グラムのアルミニウムから 1.3

リットルという大量の水素発生が可能となった。また、

アルミニウムは安価で環境に優しい材料。将来的に

はアルミニウム廃材をリサイクル利用するなど、資源

の有効活用も期待できる。 

燃料電池のキーコンポーネントである膜-電極接合

体（MEA）もマクセルが独自に開発。磁気テープで培

ったコア技術「分散・塗布技術」を活用し、室温で

280mW/cm2 と MEA として世界最高レベルの出力

密度を達成。これは、マクセルの DMFC の 5 倍の出

力で、MEA の面積を 5 分の 1 にできるという。 



 2006 年 05 月 01 日 発行 第 11 号   通刊 235 号  毎月 1 日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                        Page４ 

これらの開発により、現在 10W 級のモバイル電源

を実可動させ、ノート PC を設計通り動作させること

に成功している。 

今回開発された燃料電池は、10～100W 級の電源

として用途の検討が進められている。 

なお、この燃料電池のサイズは、160×100×60mm

（960cc）、重量は 920g 

 

主な特長  

１・.水とアルミニウムを水素発生源とした 10W 級の

モバイル電源を開発  

・水とアルミニウムとの反応による水素発生システ

ムを確立し、このシステムを水素発生源とした固

体高分子形燃料電池を開発しました。今回、この

電池を用いて、10W 級のモバイル電源を実証い

たしました。アルミニウムカートリッジと水カートリッ

ジを交換することでノート PC や非常用電源など

を長時間稼動できます。  

１・独自製法のアルミニウム微粒子により、室温で理

論限界に近い大量の水素を発生  

・独自製法のアルミニウム微粒子化プロセス技術

の開発に成功しました。このアルミニウム微粒子

に水を加えることにより、室温で 1 グラムのアルミ

ニウムから 1.3 リットルという理論限界に近い大量

の水素発生が可能となりました。  

１・出力280mW/cm2と、直接メタノール形燃料電池

の 5 倍（当社比）を達成  

・マクセルのコア技術である「分散・塗布技術」の

活用により、室温で 280mW/cm2 と世界最高レベ

ルの出力密度を得ました。この出力は、直接メタ

ノール形燃料電池の 5 倍（当社比）となります。  

主な仕様 

名称 固体高分子形燃料電池（PEFC） 

出力 
平均 10W 

最大 20W 

電圧 7.4V 

外形 160×100×60mm （960cc） 

重量 920g 
 

番号ポータビリティー制度 

ＮＴＴドコモなど携帯電話大手は、電話番号が同じ

まま携帯電話会社を変えられる番号継続（ポータビリ

ティー）制度の概要を決めた。 

10 月をメドに導入し、利用者が番号移転と新規加

入のために支払う料金は合計 3000 円台―6000 円と

なる方向。「新旧」携帯会社の店頭で手続きが必要な

英国などで利用が低迷していることを踏まえ、新しい

携帯会社の店頭だけに出向けば済む。希望者は数

百万人ともいわれ、顧客争奪戦が激化しそうだ。 

 

「番号ポータビリティー制度」とは、現在使っている

携帯電話の電話番号を変えないで、携帯電話会社

だけを乗り換えられる新制度のことだ。日本では１０

月をメドに導入される予定だ。「番号継続制度」とも言

う。 

ユーザーにとっての同制度のメリットは大きそうだ。従

来よりも気軽に携帯電話会社の乗り換えに踏み切れ

るようになるからだ。 

これまではデザインや機能の優れた機種に買い換

えたいと思っても、携帯電話会社を乗り換えると、電

話番号が変わってしまうため、長く使ってきた携帯電

話の番号をあらためて知人や取引先に通知する面

倒を嫌って、携帯電話会社の乗り換えを見送るケー

スが少なくなかった。しかし、番号が変わらなくなるこ

とによって、ユーザーが従来よりも気軽に携帯電話会

社を乗り換えられるようになる。結果的に携帯電話会

社のシェアの変動が起きる可能性が出ている。 

海外では数年前から番号ポータビリティー制度が

相次いで導入されており、英国では１９９９年に始まっ

た。米国は２００３年に導入した。 

インターネット調査会社のインターワイヤードが実

施した番号ポータビリティー制度についてのアンケー

ト調査によると、同制度の導入後、携帯電話会社を

乗り換えたいと考えるユーザーは約１７％いた。「替え

たい」と答えたＮＴＴドコモユーザーの約７割はａｕ（Ｋ

ＤＤＩ）への乗り換えを希望した。 

同制度の導入は携帯電話会社同士のデザイン開

発や機能向上、サービス改善などの競争を促す効果

も期待されている。ＮＴＴドコモをはじめとする携帯電

話会社が独自のクレジットサービスを強化している背

景には、番号ポータビリティー制度導入に伴う乗り換

えをくい止めたり、逆に独自サービスを強みに乗り換

えを促したりする狙いがある。 

 

後記 

ゴールデン ウイークに入り、車等に乗って出かける

機会が多いですので、事故には気をつけてください。 

 


