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レピータが復旧しました 

落雷にてレピータ器材が被害を受けて停波していま

したＪＰ3ＹＨＥレピータ局が以下の通り復旧しました。 

★周波数：1200ＭＨｚ（129.89ＭＨｚ） 

日時：2007/11/14 PM15:00 から 

なお、430ＭＨｚ（439.95ＭＨｚ）のレピータ局に関して

は、当分の間、引き続き停波しています。 

  

無線局統計情報 

「無線局統計情報」は、電波法により定められた免許

又は登録を受けた無線局に関するデータから、無線

局数等について集計した統計情報です。 

アマチュア無線局 ９月 517,997

 ８月 519,689

先月よりも ｄｏｗｎ 1,692 局

   

地方局  総計 

総無線局数 517,997

北海道 
無線局数 45,490

比率(%) 8.8 

東 北 
無線局数 51,151

比率(%) 9.9 

関 東 
無線局数 136,818

比率(%) 26.4 

信 越 
無線局数 22,948

比率(%) 4.4 

北 陸 
無線局数 14,479

比率(%) 2.8 

東 海 
無線局数 73,371

比率(%) 14.2 

近 畿 
無線局数 62,981

比率(%) 12.2 

中 国 
無線局数 37,464

比率(%) 7.2 

   

四 国 
無線局数 23,180

比率(%) 4.5 

九 州 
無線局数 47,526

比率(%) 9.2 

沖 縄 
無線局数 2,589 

比率(%) 0.5 

 

世界無線通信会議 速報！ 

アマチュア無線に長波帯 135.7～137.8kHz

が２次分配へ 

 2007 年 10 月 22 日からスイスのジュネーブにおいて

開催されている、世界無線通信会議（WRC-07）は議

題の審議がほぼ終わり、今週中に終了する見込みで

す。 

 国際アマチュア無線連合（IARU）からは W4RA ラリ

ープライス会長以下７名が出席し、またいくつかの国

からは代表団にアマチュア関係者が加わり、アマチュ

ア無線の周波数の拡大等に向けて努力がおこなわ

れ、JARL からは日本代表団の一員として職員１名が

出席しました。現地からの報告によれば、アマチュア

無線に関する 終審議結果などは次のようになる見

込みです。 

 135kHz へのアマチュア無線への分配については、

今まで大部分の国・地域が提案していたとおり RR 第

５条の該当部分の変更が採択され、分配表中の 

135.7～137.8 kHz にアマチュア業務を２次分配とし

て新たに加え、同条脚注で 大出力１Ｗ（EIRP）を超

えないこと、および、同条脚注 5.67 にある国々

（Region 1）での無線航行業務への有害な混信を与

えないことが条件になっています。 

 また、委員会レベルまで反対していたアラブ諸国

（アルジェリア、エジプト、イラン、イラク、リビア、レバノ

ン、シリア、スーダン、チュニジア）は、別の新たな同

条の脚注として、このバンドの使用は、固定及び海上

移動業務に限るとし、アマチュア業務での使用を禁

止しています。 

 短波放送など 4～10MHz の分配の見直しについて

は、各国から反対が多く、放送業務への追加分配や、

アマチュア無線として要望していた 5MHz 帯の分配
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および 7MHz 帯の拡大などは実現しませんでした。 

JARL の web サイトより転載 2007/11/14 

 

新製品（アイコム） 

最高水準の受信性能を備えた ミドルクラスハ

イエンド向け HF トランシーバー、「IC-7700」

を発売 

 
 

品 名 
アマチュア無線用 HF(短波帯)200W トラン

シーバー 

型 名 IC-7700 

発 売 日 2007 年 11 月下旬 

価 格 732,900 円（税込） 

 

無線通信機器開発で培ってきたアナログ技術と、

先端のデジタル技術を融合させ、受信部の HF 帯に

おけるダイナミックレンジ 110dB、IP3＝+40dBm を実

現したのが 大の特長です。そのほか、高スペックの

TFT アクティブマトリクス方式 7 インチ(800×400 ピク

セル)ワイドタイプのカラー液晶を採用。また、優れた

対温度特性を誇る OCXO(Oven Controlled Crystal 

Oscillator)タイプの基準周波数発振器を搭載し、安

定したトータル性能を実現しています。 

弊社は、HF 帯トランシーバーのフラグシップモデルと

して IC-7800(2003 年 12 月発売)を販売しております。

本製品はミドルクラスのハイエンド向けと位置付け、

現行モデルなどからの買い替え需要と新規アイコム

ユーザー獲得を目指すモデルです。今後も HF 帯モ

デルのラインナップ拡充を進めてまいります。 

【IC-7700 のおもな特長】 

•ダイナミックレンジ 110dB、IP3=+40dBm（HF 帯）を実

現  

•2 つ（送受信用、スペクトラム用）の 32 ビット浮動小数

点 DSP を搭載  

•3 つ（15kHz、6kHz、3kHz）のルーフィングフィルター

を装備  

•7 インチ（800×480 ピクセル）ワイドタイプのカラー液

晶ディスプレイを搭載  

•全バンドで 200W フルパワー/フルデューティスペッ

クによる運用を実現 

JIS7 防水を実現した D-STAR®&GPS マイク

※1 対応 144/430MHz ハンディトランシー

バー 

 
 

品 名 
アマチュア無線用携帯型トランシーバー

（広帯域レシーバー搭載/GPS マイク対応）

型 名 ID-92 

発 売 日 2007 年 11 月下旬 

価 格 
62,790 円 (本体価格 59,800 円、消費税等

2,990 円) 

 

D-STAR®用レピーターは、全国的な広がりをみせ、

現在ではアマチュア無線の全エリアに設置されてい

ます。さらに、誰でも簡単に設定、操作できる ID-91

や GPS に標準対応した IC-2820G がラインナップに

加わったこともあり、D-STAR ユーザーは、着実に増

加し続けています。 

今回発表いたします ID-92 は D-STAR 対応機として

は初めて、 高水準の防水性能 JIS7（相当）を実現。

さらに、GPS マイク※1 を使用することで、自局の位置

を表示したり、その情報を相手局に伝えることができ

ます。さらに、D-PRS（D-STAR と APRS の位置データ

のやりとりを可能にするシステム）にも対応していま

す。 

また、5W の高出力を確保した他、広帯域受信

（495kHz～999.90MHz<A バンド>一部周波数帯を除

く）／2 波同時受信機能、カタカナ表示に対応したフ

ルドット LCD、バンドスコープ機能を搭載。DV モード

におけるワンタッチコールサイン設定機能、パソコン

コントロール対応※2、多彩なメモリーチャンネルなど、

より簡単に、より快適に使える機能も充実していま

す。 

コミュニケーション用としてはもちろん、位置情報の通

信機能を活かした非常通信用としても活用できる

ID-92 は、通常の運用のほか、登山、ハイキング、ツ

ーリングなどでの連絡用として 適です。 

【ID-92 のおもな特長】 

•D-STAR®の標準方式に沿った DV(デジタルボイス)

モードを標準搭載。 

•GPS マイク※1 を使用することで自局の位置情報を表

示することが可能。  

•D-PRS（Digital Position Reporting System）に対応。 

• 高水準の防水性能ＪＩＳ7（相当）を実現。 

•V/V、V/U、U/U の 2 波同時受信が可能。 

 

※1 HM-175GPS（オプション）。 
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※2 オプションのコントロールソフト（RS-92）が必要 

 

オ～ミステーク 

信頼を揺るがす出来事！！ 

先日、電波利用料を納入してから気が付いたのです

が、下図のように、各個の納入告知書の納付番号が

違っている様に、社団局の名称も違うはずなのに、何

と同じではないですか。 

会計処理は納付番号でされるので、未納等の実害は

起こらない筈ですが、念の為に、近畿総合通信局に

データの訂正をお願いしましたところ、何と、間違い

は何年も前から起きていたそうで。唖然 

担当官から、丁寧にお詫びと説明をしていただきまし

たが、官公庁の仕事だからミスは起きないと思ってい

ただけに、ショックでした。 

自衛策として、どの様な書類でも“必ずチェックは欠

かさない”事につきますね。 

 
 

 
 

モトローラとスタンダードの話  

すでにご存じの方も多いかと思いますが、アメリカ モ

トローラ社が、株式会社バーテックススタンダードに

対し友好的な株式の公開買い付けを発表しました。  

実際のところ、どうなるのか？ などなど詳細が分から

ない段階で、書くのはどうかな……と思ったんですが、

いずれ、どこかで耳にされることと思いますので、どう

せなら、アマチュア無線関連のサイトから知っていた

だいた方がいいかなと思いまして……。  

具体的にどんな形になるかはまだ分かりませんが、

基本的に、両者の思惑・方向性が合致したということ

で、マイナスになることはないという説明ですが。。。。  

モトローラは日本国内で、営業面その他弱い部分が

あり、同時に、スタンダードもアメリカでの販路拡大や

営業面での提携がなされれば、非常にプラスになる

と思われます。  

いずれも通信機器の専門メーカーとして、相乗効果

が期待される部分もあります。  

「YAESU」名がなくなってしまうのか……という心配も

あるのですが、その辺りについてはまだはっきりしま

せん。  

いずれにしても、今回の動きが、両社、及び、なんと

いっても、ユーザーさんのプラスになることを願うばか

りです。 

正式にはバーテックススタンダードのサイト内決算公

示のページ「当社株式に対する公開買付けに関する

意見表明のお知らせ(PDF/400KB) 」から詳細確認

できます。 

--当社株式に対する公開買付けに関する意見表

明のお知らせ-- 

当社は、平成 19 年 11 月５日開催の取締役会にお

いて、株式会社ＭＩ（以下「公開買付者」といいま

す。）による当社が発行する普通株式及び新株予約

権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といい

ます。）について下記のとおり賛同意見を表明するこ

とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

当社取締役会におきましては、次のような考えに立ち

ましてこの意見表明を行っております。 

当社は、強固な財務構造のもとに順調な業績の拡大

を続けておりますが、このたびのモトローラによる当社

株式に対する公開買付けにつきましては、当社が参

入しております通信機市場においての市場の将来性、

当社の今後の事業展開を鑑みた結果、モトローラの

グローバル販売ネットワークと優れたマーケティング

力、そして先端技術開発能力に、当社の強みであり

ます商品開発能力と日本国内販売ネット 

ワークを融合させることによって当社従業員に、より

大きな活躍の場を提供するとともに、当社にとりまして

もより大きな成長の機会が得られると判断いたしまし

た。今後、当社を取り巻くすべてのステークホルダー

の皆様の期待に応え、更なる飛躍を図ってまいりま

す。 

なお、公開買付者は、本公開買付け後に当社の筆

頭株主である東幸技研株式会社（以下「東幸技研」と

いいます。）と共同で、当社を完全子会社化する本資

本再編（「２．③ 本公開買付け後の経営方針」に定

義しております。）を行うことを企図しており、本公開

買付けの結果又はその後の一連の取引を経て当社

株式は上場廃止となる可能性があります。 

 

① 本公開買付けの概要 

公開買付者は、米国デラウェア州法人であるモトロー

ラ・インク（以下「モトローラ」といいます。）がその間接

的な完全子会社であるモトローラＬＭＲホールディン

グ株式会社を通じて発行済株式 

の全てを間接的に保有している株式会社です。公開

買付者は、本公開買付けにおいて当社の株式及び
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新株予約権を取得することを目的として日本法に基

づき新規に設立されております。 

公開買付者は、（i）当社が保有する自己株式及び東

幸技研の保有する当社普通株式 2,074,140 株のう

ち 1,391,940 株（以下「東幸技研継続保有分」といい

ます。）を除いた当社発行済株式の全て（本公開 

買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期

間」といいます。）末日までに第６回新株予約権の行

使により発行又は移転される当社株式を含みます。

第７回新株予約権については行使期間が到来して 

いないため、公開買付期間中に行使される可能性が

なく、含んでおりません。）並びに（ii）当社により付与

された全ての新株予約権を取得する目的で、本公開

買付けを実施いたします。公開買付者が、当 

社が保有する自己株式及び東幸技研継続保有分を

除いた当社発行済株式の全てを本公開買付けにお

いて取得した場合には、当社の発行済株式のうち約

80％を公開買付者が保有し、東幸技研が約 20％を

保有 

することになります。 

本公開買付けにおいては、添付資料１：「本公開買

付けの概要」の「（４）買付予定の株券等の数」に記載

のとおり、買付予定の下限として 3,479,900 株が設

定されております。当該買付予定の下限は、本 

公開買付けにおいて、公開買付者が、当社の総議

決権数の過半数を保有することを確保するとともに、

後記「⑥ 本公開買付け後のいわゆる二段階買収に

関する事項」にその詳細が記載されているとおり、 

本公開買付け完了後に開催される予定の株主総会

において、公開買付者及び東幸技研が、あわせて総

議決権数の 3 分の２以上を保有することを確保する

ために設定されるものです。 

公開買付者は、当社の筆頭株主である東幸技研から、

東幸技研継続保有分を除くその保有する当社株式

の全て（当社の発行済株式総数の約 9.27％）を本公

開買付けに応募する旨の合意を得ており、当社 

の代表取締役社長である長谷川淳からも、その保有

する当社株式の全て（当社の発行済株式総数の約

6.71％）を本公開買付けに応募する旨の合意を得て

おります。 

 

非常時でも安定通信 

株式会社国際電気通信基礎技術研究所（略称：ＡＴ

Ｒ、代表取締役社長：平田康夫、京都府精華町「けい

はんな学研都市」）は、ライブ映像や対戦ゲームのよ

うに途切れず素早くデータをやりとりする必要のある

通信サービスでも幅広く利用できる高品質・高レスポ

ンス無線メッシュネットワークの技術を開発しました。 

無線メッシュネットワークは、携帯電話などの通信イン

フラを使わずに、複数の無線通信機器がデータを中

継することによって、自律的にネットワークを構成する

技術です。この無線メッシュネットワークは、ユビキタ

スネット社会において、たくさんのセンサ、電子タグ、

ビデオカメラ、ゲーム機などが情報をやりとりするため

の新しい通信ネットワークとして注目されています。し

かしながら、従来の無線メッシュネットワークは、中継

回数が増えるとデータの欠落や遅延が多く発生する

という問題点があり、たくさんのセンサ機器などをネッ

トワークに接続したり、安定で高品質な通信が要求さ

れるライブ映像や対戦ゲームなどのようなデータの伝

送には適さないとされていました。 

今回ＡＴＲが開発した技術は、個々の無線ルータが

ネットワーク内の電波状態の悪化および輻輳※が発

生し不安定となっている部分を自動検出し、それらの

部分を自律的に回避して安定で高品質な通信を可

能にするものです。これにより、たくさんのセンサ機器

などをネットワークに接続したり、ライブ映像伝送や対

戦ゲームが自在にできる無線メッシュネットワークが

実現できるようになります。 

ＡＴＲが開発した技術による無線メッシュネットワーク

は、既存の固定網や携帯電話網などの通信インフラ

とも連携させることで、幅広くたくさんの機器をネットワ

ークに接続することが可能となります。また、震災など

の災害時にも強いネットワークを構成できるため、私

たちの「安全・安心」、「快適・利便」や「環境・効率」を

向上させるユビキタスネット社会の実現に大きく貢献

します。 

今後、通信機器メーカ等と連携して、この技術の実用

化・商品化を目指すそうです。 

※    輻輳（ふくそう）：多量のトラフィックにより、ネット

ワークの一部分が混み合うこと。 

 

「未知との遭遇」最初の通報先は 

 宇宙人を見つけたら、最初に知らせるところ

はどこ？ 

 宇宙人からの信号を探す「地球外知的生命体探査

（ＳＥＴＩ）」に参加する国内の研究者ら６６人が４日、兵

庫県立西はりま天文台（同県佐用町）に集まり、宇宙

人と“コンタクト”できた場合に通報する日本の「国家

当局」をどこにするかを話し合った。 

 国際天文学連合（ＩＡＵ）の原則では、発見時は確

実な信号だと判断されるまで公開は厳禁で、発見者

は「関連する国家当局」に連絡することになってい

る。 

 話し合いでは、国立天文台や総務省などが候補に

挙がったが、「当局が情報を独占して事実を隠ぺいし

てしまうかもしれない」とＩＡＵの原則に疑問を投げか

ける声が相次いだ。 

 結局、研究者や国立天文台関係者らでワーキング

グループを組織し、世界天文年の２００９年をめどに

決めることにした。万一、それまでに信号を見つけた

場合は「発見者の判断に委ねる」という。 

 


