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年度替りについてのお知らせ 

新年度の季節がやってきました。 

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 1 局 1,600 円になっております。 

ご入金には、同封の郵便振替用紙をご利用下さい。

なお、振込み手数料は恐れ入りますがご負担下さ

い。 

②住所等の変更があった方はご連絡をください。 

 

非常災害通信について 

中華人民共和国の四川省大地震に伴う非常

災害通信について 

 中華人民共和国の四川省大地震に伴う、災害復興

通信手段確保のため、同国国内で災害非常通信が

14270kHz、7050～7060kHz 付近の周波数などでお

こなわれている模様です。 

すでに各種の報道でも報じられています通り、四川

省近隣地域での公共の通信手段が途絶されている

模様です。 

日本のアマチュア局にも非常通信に障害を与えない

よう CRSA の協力要請がありましたので、皆様のご協

力をお願いいたします。 

下記のとおり、ＪＡＲＬに協力要請があった模様です。 

中華人民共和国の四川省大地震に伴う非常災害

通信について 

 中華人民共和国の四川省大地震に伴う、災害復興

通信手段確保のため、同国国内で災害非常通信が

14270kHz、7050kHz および 7060kHz 付近の周波数 

などでおこなわれている模様です（バンド内の状況に

より、一時的に他の周波数に QSY して非常通信がお 

 

 

こなわれている場合もあるようです）。すでに各種の

報道でも報じられています通り、四川省近隣地域で

の公共の通信手段が途絶されている模様です。日本

のアマチュア局にも非常通信に障害を与えないよう

CRSA（中国のアマチュア無線連盟）の協力要請があ

りましたので、皆様のご協力をお願いいたします。 

 

不明朗支出（電波利用料収入） 

総務省が不明朗支出 野球観戦やボウリン

グに 

 総務省が放送局や携帯電話会社など電波利用の

免許を受けた事業者から徴収した０６年度の電波利

用料収入のうち、職員のレクリエーションや備品購入

など２８１件約４０００万円の「不明朗」な支出があった

ことが２０日、参院総務委員会の民主党の指摘でわ

かった。 

 不明朗支出は、全国１１の地方総合通信局で見つ

かった。１１局分の０６年度の電波利用料収入の決算

額は約５０億円。電波利用料は本来、電波監視や技

術試験、研究開発などに充てられることになっている

が、民主党によると、職員の野球観戦や映画鑑賞、

ボウリング参加費用などに４４万円が使われていたほ

か、無線操縦カー１５０台の購入に１０万円が使われ

るなどしていた。 

 総務省によると、レクリエーション費用は「職員厚生

経費」として電波利用料を充てることに法的な問題は

なく、無線操縦カー購入は電波教室の教材用だった

という。増田寛也総務相は「レクリエーションへの支出

は法的な問題は別にして、国民の理解を得られない。

備品購入は必要なものに限定するなど、支出の透明

性を高めたい」と答弁した。 

+++++++++++ 不明朗な支出科目 +++++++++++ 

【北海道】空気清浄機 

【東北】 フラワーアレンジメント 

【北陸】美術館観覧料、陶芸体験  

【関東】レクレーション用チケット、ミカン狩り 
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【東海】電波置き時計 

【信越】液晶テレビ 

【近畿】ボールペン他４０点 

【中国】無線操縦カー、野球観戦、ボウリング、軟式

野球ボール 

【四国】映画鑑賞券 

【九州】ハイビジョンプラズマテレビ、めんたいこ作り  

【沖縄】 レクレーションバス貸し切り 

 

【電波利用料（でんぱりようりょう）】とは、電波の適正

な利用を確保するため、行政機関が無線局の免許

人から徴収する料金のことで、アマチュア無線局の場

合は、実験無線局と同額の５００円である。 

【日本の電波利用料】 

日本では、総務省が審議会に諮問して金額を決

定している。原則として全ての無線局が対象となる。

携帯電話も例外ではなく、事業者が負担している。 

日本のテレビ局は 37 億円しか電波利用料を払っ

ておらず、国の放送事業歳出費の 2 百数十億円と比

べ約 7 倍の格差がある。2007 年、総務省はテレビ局

の電波利用料を引き上げる考えを示し、現在議論さ

れている。一部テレビ局は電波利用料値上げに反対

している。 

現在、国・地方公共団体・独立行政法人が開設す

る公共の安全（安全保障、治安維持、防災対応、気

象業務等）に関する無線局には電波利用料の減免

措置があるが、平成 20 年に予定されている電波法の

改正により、これらも徴収の対象となる。ただし、金額

は政府・独立行政法人全体で 4 億円程度の名目的

なものに抑えることとされており、各種手数料等への

転嫁等も行われない見込みである。[1] 

日本では 1993 年 5 月 1 日から導入された制度で、

その収益は総合無線局監理システムや電波監視シ

ステムの整備・運用、周波数逼迫対策のための技術

試験事務、携帯電話の過疎地での基地局維持・設

置などに充てられている。 

 

【2005 年 10 月以降の電波利用料の算定方式】 

2005 年 10 月より、移動体通信・無線アクセス向け

の周波数帯域の迅速な新規割り当てのため、逼迫周

波数・逼迫地域での利用について帯域幅・人口密

度・空中線電力などを加味した算定方法となった。そ

の他の区分においても、利用価値に応じた料金とな

った。 

帯域幅の考え方としては、「使用する帯域 / 利用す

る免許人の数」で算出することが原則となった。マル

チチャネルアクセス無線などについては利用実態に

応じた換算係数が定められている。 

減免措置として、次のようなものが定められた。 

・公共の安全に関する防災無線・放送に関するもの。  

・航空・船舶などの安全のために設置義務のあるも

の。  

・2 年以内に廃止するもの。  

・他の無線局からの一定の混信を許容するもの。 

 

デイトンハムベンション 

アメリカデイトンハムベンション（5/17-19）にてアイコ

ムの新製品が展示された模様です。 

あくまでも参考出品で、日本での発売時期・価格に

ついては未定。 

ただ、 短で 7 月末にでてくるかも……という話もあり

ますが……。 

IC-7200 

 

 

主な特長。 

上位機種でも採用している IF DSP を搭載。 

タフな堅牢性を実現したボディ構造。 

デジタルツイン PBT 搭載。 

USB オーディオ対応 

 

YAESU //-//-//-//-//-//- 

米国の大手アマチュア無線機器販売店であるユニバ

ーサル・ラジオのホームペー

ジでは，VX-8R というモデル

の情報が公開されています． 

 

VX-8R は，50/144/430 MHz 

FM：出力 5W，222MHz FM：

出力 1.5W． 

APRS 機能ほか，オプション

で Bluetooth や GPS にも対応

するようです． 
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なお，現時点で国内マーケットにおける同機の製品

情報はありません． 

 

堀江謙一さん運用情報 

5/18 日の午前 10 時から 21MHz で行われた JR3JJE 

/MM 堀江さんとの交信はコンディションに恵まれ、J 

A3BOA 乾（いぬい）さんのネット・コントロールにより

約 35 局の方が交信されました。交信された方、おめ

でとうございます。 

運用開始から 2 か月。堀江さんは運用の勘を取り戻

し、スムーズな交信を行ってくれています。海上はノ

イズがなく、受信状態が良好のようです。したがって、

ローパワー局でも堀江さんの信号が聞こえれば十分

に交信チャンスがあります。ぜひ交信にチャレンジさ

れてください。 

運周波数は±21.417MHz SSB ですので、一度ワッ

チされてみてください。 

 

 

 

公式ホームページ 

http://www2.suntory-mermaid2.com/index.html 

5 月 26 日 午後 1 時 （日本時間） 

 

北緯 23 度 37 分  

東経 149 度 17 分  

天気 晴れ 南の風 風力 1  

スピード 1.9 ノット  

1.8 ノット   

北から南へ向かう海流が強く、南に流されています。 

昼前、クジラを見ました。今航海初のことです。 

海水の色が緑に変わったため、何だろうと思って確

認した所、頭が四角い、10ｍほどのクジラでした。クジ

ラは本船を確認し、U ターンして帰って行きました。  

 

節約衛星 

ケチケチ度、負けへんで 東北大が「節約

衛星」披露 

 東北大が今年度打ち上げる人工衛星の組み立て

が 終段階を迎え、１５日公開された。本来数千万円

のカメラを約１０万円で自作するなどした「節約衛星」。

大阪の中小企業組合が開発した「まいど１号」と一緒

に打ち上げられるが、ケチケチ度は大阪商人以上？  

 
マンパワーで開発コストを抑えた東北大の人工衛星＝

仙台市青葉区 

  

 衛星は吉田和哉教授らが開発し、雷が鳴る時にさ

らに上空で幅数十キロの赤い光が輝く「スプライト」現

象の観測が目的。宇宙からの観測は東北大が初め

てだという。  

 観測用カメラ３台は民間に開発委託すれば１台数

千万円かかるところだが、市販カメラを改造し、コンデ

ンサーなどの部品を真空でも使えるタイプに変え、学

生たちに耐久実験を繰り返させて自作。費用を数百

分の１に圧縮した。  

 さらにＨ２Ａロケットの積み荷のすき間に“便乗”させ

てもらうことで打ち上げ費もタダに。本来数億円の開

発費を１億円に抑えた吉田教授。「新しいサイエンス

のためなら何でもやります」 

 

--スプライト観測衛星(SPRITE-SAT)とは--  

 スプライト観測衛星(SPRITE-SAT)は、東北大学が

開発を進めている大きさ 50cm 立方、重量約 50kg の

小型衛星です． SPRITE-SAT は、以下の先端的な

科学観測ミッションを行うことを目的としています。 

(1) スプライトと呼ばれる中層・超高層大気での発光

現象が 1989 年に発見されましたが、その発生メカニ

ズムは謎につつまれています．SPRITE-SAT は、これ

らの発光現象を宇宙空間から真下に見下ろすように
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観測し、スプライト発光の構造や全球分布を明らかに

することにより、その発生メカニズムに迫ります。 

(2) 近年，地表近傍でガンマ線が発生していることが

観測され，雷やスプライトなどの高エネルギー発光現

象との関係性が指摘されています．SPRITE-SATは，

雷，スプライトとガンマ線を同時に観測することにより，

地球起源のガンマ線放射の謎に迫ります。 

 SPRITE-SAT は，東北大学大学院理学研究科およ

び工学研究科の研究グループが，共同で開発を進

めています．2008 年打ち上げ予定の 温室効果ガス

観測技術衛星(GOSAT)の小型副衛星（相乗り衛星）

の一つとして選定され，JAXA 種子島宇宙センターよ

り H-IIA ロケットにて打ち上げられる予定です。 

 

常用漢字 追加候補 

追加候補に２２０字 「藤」「誰」「岡」

など 

 漢字使用の目安となる常用漢字表（１９４５字）の見

直しを進めている文化審議会国語分科会の漢字小

委員会は１２日、見直しの第１次候補素案を公表した。

常用漢字表の本表に加える可能性のある候補は

「藤」「岡」など２２０字。小委や分科会は今後も検討を

続け、来年２月の文化審議会に試案を提案し、１０年

２月ごろの答申を目指す。 

 

 小委が０６年

までの３年間

の出版物８６４

点について、

漢字の使用状

況などを分析

し、出現頻度

別に▽Ｓ（１５０

０位まで）▽Ａ

（２５００位ま

で）▽Ｂ（３５０

０位まで）▽Ｃ

（３５０１位以

下）――に分

類。この中か

ら常用漢字に

加える必要性

が高いと判断

した２２０字を

示した。Ｓは

「基本的に（新

漢字表に）加

える方向」の４

２字（「藤」

「岡」「誰」「阪」

「奈」「鹿」「熊」

「韓」「脇」「鶴」など）、Ａは「基本的に加えるが、不要

なものは落とす」１５０字（「鷹」「鍵」「翔」「鍋」「梨」な

ど）、Ｂは「特に必要な漢字だけを拾う」２７字（「串」

「媛」）などとしている（Ｃは「綬」１字のみ）。 

 

 一方、既に常用漢字となっている漢字でも現状の

出現頻度がＢランク以下の漢字は、新たに入れる候

補「Ａ」と同じ扱いとし、外すべきかを検討する。この

日の小委では、Ｓランクの「俺」について「公の場で使

わない表現であり、あえて入れる必要はない」などの

意見が出た。 

 ◇「智」「柴」「之」は候補外 

 ２２０字が新候補としてリストアップされた一方で

「智」「柴」「之」など一般になじみの深い漢字が「（新

漢字表に）入れない可能性の高い漢字」とされた。 

 

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 3 月 508,238 

 2 月 509,318 

先月よりも ｄｏｗｎ 1,080 局 

   

地方局  総計 

総無線局数 508,238 

北海道 
無線局数 45,250 

比率(%) 8.9 

東 北 
無線局数 50,375 

比率(%) 9.9 

関 東 
無線局数 135,578 

比率(%) 26.7 

信 越 
無線局数 22,226 

比率(%) 4.4 

北 陸 
無線局数 14,129 

比率(%) 2.8 

東 海 
無線局数 71,142 

比率(%) 14.0 

近 畿 
無線局数 61,340 

比率(%) 12.1 

中 国 
無線局数 36,525 

比率(%) 7.2 

四 国 
無線局数 22,542 

比率(%) 4.4 

九 州 
無線局数 46,549 

比率(%) 9.2 

沖 縄 
無線局数 2,582 

比率(%) 0.5 

 

 


