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免許情報検索でヒットしない局 

アマチュア無線局なのに「無線局免許情報

検索」で検索ができない局が有るのをご存

じですか？。 

東大の衛星 XI-IX に搭載されているアマチュア局 JQ

1YCWを、総務省の無線局免許情報検索で検索して

みますと、以下の様に検索結果が開示されません。 

 
同じく、XI-IX の地上側 JQ1YCX。東工大の衛星 CU

TE の地上側 JQ1YCZ。日大の衛星 SEEDS の衛星 J

Q1YGU、地上側 JQ1YGV。北海道工業大の衛星 HI

T-SATの衛星JR8YJT、地上側JR8YJS。JARLのふじ

２号、ふじ３号、地上側 JJ1ZUT (JARL) 、JJ1ZUU も

検索できませんでした 。 

一体、なぜ、これらの無線局が検索できないのか？。 

抄録を紐解くと、省令ではつぎのようなカテゴライズ

が見あたります。  

人工衛星等のアマチュア局 

 |-人工衛星に開設するアマチュア局 

 |-人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を 

遠隔操作するアマチュア局 

例えば、人工衛星では「見やすい箇所に免許状を掲

げておく」ことなどはできないわけで、アマチュア衛星

時代に入った後で、実態に即して整備されました。  

関連箇所の例は以下のとおりです：  

電波法施行規則 

第三十八条（備付けを要する業務書類） 

 

無線局免許手続規則 

第八条 （添付書類の写しの提出部数） 

          第十五条（記載事項の省略）五項 

          第十六条（再免許の申請） 

          第十七条（申請の期間） 

          別表第五号の四 

以上のように、 

“人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠

隔操作するアマチュア局” というのが JJ1ZUT、JJ1Z

UU、JQ1YCX、JQ1YCZ、JQ1YGV、JR8YJS の属す

るカテゴリであり、一般のアマチュア局とは別扱いとな

っているのです。  

さらに、これらが無線局免許情報検索への掲載に至

らない根拠は、ここにあります。  

電波法 25 条 （無線局に関する情報の公表等） 

総務大臣は、無線局の免許又は第 27 条の 18 第１項

の登録（以下「免許等」という。）をしたときは、 総務

省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状又

は第 27 条の 22 第１項の登録状（以下「免許状等」と

いう。）に記載された事項のうち総務省令で定めるも

のをインターネットの利用その他の方法により公表す

る。  

電波法施行規則 

11 条 2 （免許状等記載事項を公表しない無線局）  

第十一条の二  法第二十五条第一項の総務省令

で定める無線局は、次の各号に掲げるもの（第十条

の二第二号から第六号までに掲げる無線局及び非

常局を除く。）とする。  

【中略】 

十六  人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び

姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的と

するもの  

法第二十五条 

第一項の総務省令で定める無線局は、次の各号に

掲げるもの（第十条の二第二号から第六号までに掲

げる無線局及び非常局を除く。）とする。  

【中略】 

十六  人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び
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姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的と

するもの  

 

CUTE の衛星 JQ1YCY は何故か見えます。  

（平成２０年０７月０５日現在) 

免許人の氏名又

は名称 

東京工業大学松永研究室アマチュ

ア無線クラブ  

免許人の住所 ＊＊＊＊＊  

無線局の種別 
アマチュア

局  

免許

の番

号 

＊＊＊＊＊ 

免許の年月日 平 15.7.8  

免許

の有

効期

間 

平 20.7.7 まで 

無線局の目的 アマチュア業務用
運用許容時間 

常 時  

通信事項 アマチュア業務に関する事項 

通信の相手方 アマチュア局 

識別信号 JQ1YCY  

無線設備の設置場所又は移動範囲 

軌道傾斜角 99 度 

軌道周期  100 分 

遠地点高度 820km 

近地点高度 820km 

軌道の種類   太陽同期軌道太陽同期軌道 

電波の型式、周波数及び空中線電力 

A1A  436.8375 MHz 100  mW 

20K0F2D  437.47 MHz 350  mW 

備考 

   

 

※なぜ Cube Sat には８Ｊシリーズのコールサインが

与えられなかったのか？不思議ですよね。 

 

市町村合併 

静岡県庵原郡、志太郡、宮崎県南那珂郡が

消滅 

平成 20 年８月８日付けの官報で、静岡県庵原郡（い

はらぐん、郡番号 18003）富士川町の静岡県富士市

（市番号 1813）への平成 20 年 11 月１日付けでの編

入合併が告示されました。 

 一方、すでに平成 20 年４月 15 日付けの官報で、

庵原郡由比町の静岡県静岡市（市番号 1801）への

編入合併が告示済みで、平成 20 年 11 月１日から由

比町だったエリアは、静岡市清水区（区番号 180103）

の一部となります。 

 この合併により全２町である庵原郡は、両町の編入

合併をもって消滅郡となります。  

 平成 20 年８月８日付けの官報では、静岡県志太郡

（しだぐん、郡番号 18007）の２町の編入合併につい

ても告示されています。 

 この告示では志太郡の大井川町が平成 20 年 11 月

１日付けで、焼津市（市番号 1812）に編入合併、同

郡岡部町が平成 21 年 1 月１日付けで、藤枝市（市番

号 1815）に編入合併されることから、平成 20 年８月現

在では全２町の志太郡は、焼津市と大井川町の合併

の後、２か月間岡部町のみの１郡１町の郡となり、そ

の後、藤枝市と岡部町の合併をもって消滅郡となりま

す。 

 このほか８月８日付けの官報では、宮崎県南那珂郡

（みなみなかぐん、郡番号 45007）北郷町および南郷

町と宮崎県日南市（市番号4504）の、平成21年３月3

0 日付けでの、合併も告示されており、この合併にとも

ない全２町の南那珂郡は消滅郡となります。 

 

ペット無線捜索 解禁へ 

迷子になったペットを無線で捜索 

 

総務省は、犬や猫の首輪などに超小型無線発信器

を組み込み、電波探知機で居場所を探せるシステム

を解禁する。９月に電波法の関係省令を改正する方

針で、複数のメーカーが専用機器の開発・販売を検

討しているという。 

 電波法では、無線を利用する際は原則として、免許

の取得を義務づけている。動物に発信器を付けて場

所を探す場合も、一匹ごとに免許を受ける必要があ

るため、野生動物の行動研究などの用途に限られて

いた。 

 ただ、最近は無線機の小型化・高性能化が進み、

電波障害なども技術的に防げるようになったため、総

務省は一定の出力以下などの条件を満たした機器

は、免許がなくても量販を認めることにした。 

 電波が届く距離は数百メートル～１キロ・メートル程

度を想定しており、ペットの行方が分からなくなった

場合、首輪から発信される電波の方向や強弱などを

もとに、大まかな居場所を特定する。 

 

※猟犬用発信器（通称：ドッグマーカー）とは？ 

 猟犬の首に取り付け、移動中である犬の位置を確

認する電波発信器です。主にアマチュアバンド１４４

ＭＨｚ帯のものが販売されており、電波は半径２～３ｋ

ｍ程飛びます。大体、標高のある山中で使用してい

ることから、平地にも飛んで来ます。勿論、方向を探

知するには減衰機と指向性の受信アンテナが必要で
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す。 

猟犬用発信器はアマチュア無線局として免許されま

せん。使用した場合は、電波法に違反した不法無線

局として 1 年以下の懲役又は１００万円以下の罰金）

です。 

 

「崖の上のポニョ」での発光信号 

ビックリしました、「崖の上のポニョ」には、アマチュア

無線と思われるシーンが出てきます。  

お母さん（リサ）が使うコールサインが「JA4LL」。  

船乗りのお父さん（耕一）をコールしていましたが、応

答無し。  

それにしても、いきなり庭にばんざいダイポールをお

っ立てるとは、かなりリアルです。  

そのシーンより前、開始約30分くらいのところで、船と

家の間で「発光信号」でモールスを打ち合うシーンも

あります。  

すべては確認できませんでしたが、一部は打電と内

容が同じです。 「88」も出てきました。 

リサに何回も「愛してる」と送っていた。これに対して、

リサは何度も「バカ」と返信していました。 

 

発光信号  

モールス信号を光

によって送る通信

方法。届く範囲は

約 5 キロ程である。 

 

 de JJ3UXN 

 

 

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 6月 504,195 

 5月 505,651 

先月よりも ｄｏｗｎ 1,456 局

地方局 総計 

総無線局数 504,195

北海道 
無線局数 44,948

比率(%) 8.9

東 北 
無線局数 50,059

比率(%) 9.9

関 東 
無線局数 135,274

比率(%) 26.8

信 越 
無線局数 21,922

比率(%) 4.3

北 陸
無線局数 14,007

比率(%) 2.8

東 海
無線局数 70,261

比率(%) 13.9

近 畿
無線局数 60,567

比率(%) 12.0

中 国
無線局数 36,142

比率(%) 7.2

四 国
無線局数 22,335

比率(%) 4. 4

九 州
無線局数 46,126

比率(%) 9.1

沖 縄
無線局数 2,554

比率(%) 0.5

 

グーグルストリートビュー 

話題沸騰のグーグルストリートビュー 

「覗き見マップ」はプライバシー無視の暴

走企業か  

 2008 年 8 月 5 日、Google マップの日本地図に追加

された新機能「Street View（ストリートビュー）」が話題

だ。J-CAST ニュースでも取り上げているが、これは G

oogle マップ上で、東京など主要 12 都市の主な公道

上で撮影された、360 度に近い画像を見られるもの。 

便利な機能であることは言うまでもないが、このカメラ

は人間の私的な生活、道ばたで抱き合う男女や、家

の庭の様子、外に干した洗濯物などもすべて遠慮な

く被写体として収め、それを Google（グーグル）が断り

もなく公開しているのだ。 

グーグルにつきまとう「プライバシー問題」 

プライバシーの問題は、古くからグーグルにつきまと

っている。イギリスのプライバシー保護機関の調査で

は、「Google は『プライバシーに反する』企業であり、

プライバシーの問題では 20 数件の主要ウェブサイト

中最も評価が低い」のだという。 

グーグルで検索すれば、検索精度向上のためといっ

た理由で、その履歴は保存される。フリーメールの「G

mail」では、その人の興味に合致した広告を提供する

ために、メールの文章をスキャンして物議を醸した。

直接個人を特定できる情報ではないし、グーグルの

素晴らしい技術を向上させるのにささやかな貢献が

できるのだとわかっていても、決して良い気分ではな

い。 

地球上の空撮映像を地球儀のようにして見られるソフ

ト「Google Earth」が公開されたのは 05 年のことだが、

国の機密施設や有名人の広大な家の構造が丸わか

りで、セキュリティ上危険だと騒がれた。それでも、ま

だ空の上の牧歌的な時代であった。 

「公道で撮影したものは公開可能」という言い分 
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不適切な画像があれば、グーグルに報告することが

できる（ストリートビューヘルプ→不適切な画像を報

告するをクリックして出てくる画面）    これがストリー

トビューの大量画像となれば、まさにストリートレベル

で深刻な事態を引き起こす可能性がある。07 年に公

開されたアメリカでも反応は喧しく、オーストラリアの

新聞は「覗き見マップ機能」だと批判した。 

少なくない抗議の声を聞いても、グーグルのストリート

ビューについての見解に変わりはないらしい。Google

マップ日本版の担当者は、人の顔などはモザイクで

隠すが、「法律的に検討した結果、公道から撮影した

ものであれば、基本的には公開して構わない」と説明

している。 

 しかし、アメリカで起きた訴訟では、自分の家を「私

道上」で撮影、公開されたことを原告側は問題にした

ようである。次々に発掘されるストリートビュー上の話

題の画像を見ると、膨大な写真のプライバシーや、撮

影場所が間違いなく公道上なのかといった点を、グ

ーグルがどれほど入念に気を配り、チェックしている

のかと少なからず心配になってくる。 

社会性の欠如を感じさせる「ギーク集団」 

斬新な技術を追求し、ユーザーに驚きを提供するグ

ーグルという企業は、社会性の欠如を感じさせるギー

ク的な側面もつねに見せてきた。その点は昔から良く

も悪くも変わっていず、筆者の考えでは、問題はある

が「有害」のだいぶん手前の段階のように思える。誰

しも完璧ではないのだ。 

しかし、放っておけば、この集団は見境なく暴走し、

個人のプライバシーとそれを重視する社会にとって、

極めて危険なマッドサイエンティストとなる（いやすで

になっている！?）のではないかと警鐘を鳴らす人た

ちもある。 

グーグルは危険なのか、今後どうなっていくのか、さ

っぱり予測がつかない。ただし、少なくとも、目を離さ

ないほうがよさそうだ。ただ今もっとも議論を呼ぶ Stre

et View よりも、さらに革新的で便利で、プライバシー

との兼ね合いが問われるサービスを、近い将来、彼ら

が社会に突きつけてくることは、さもありそうなことであ

る。 

 
JARL 事務局（東京都豊島区巣鴨 1-14-5） 

 

駐 車 中 の 車

のナンバーも

見れます。 

 

 

 

 

 

 

 

グーグルストリー

トビューカー 

成田ナンバーの

プリウスです 

 

 

 

 

１８８字を常用漢字に追加 

 文化審議会の国語分科会は、「俺」「鬱」

など計１８８字を新たに常用漢字に追加す

ることを正式に決めた。 

 「銑」「錘」「勺」「匁」「脹」の５字は除外し、常用漢字

は２１２８字となる。 

 新たに追加されるのは、都道府県名に使われてい

る「岡」「奈」「阪」や、熟語にもよく使われる「闇」「溺」、

社会生活上よく使われる「旦」など。 

 来年２月までに読み方と字体を含めた試案を作成

し、２０１０年２月ごろに文部科学相に答申する予定。

常用漢字数が増加することで、中学と高校で学ぶ漢

字数も大幅に増えるとみられる。 

 現行の常用漢字は１９８１年、「一般の社会生活で

使用する際の目安」として定められ、現在は１９４５

字。 

 しかし、パソコンやワープロの普及により日常で使

われる漢字が増えたため、０５年から見直し作業を進

めていた。 

【常用漢字表の見直し素案】 

藤誰俺岡頃奈阪韓弥那鹿斬虎狙脇熊尻旦闇籠呂

亀頬膝鶴匂沙須椅股眉挨拶鎌凄謎稽曾喉拭貌塞

蹴鍵膳袖潰駒剥鍋湧葛梨貼拉枕顎苛蓋裾腫爪嵐

鬱妖藍捉宛崖叱瓦拳乞呪汰勃昧唾艶痕諦餅瞳唄

隙淫錦箸戚蒙妬蔑嗅蜜戴痩怨醒詣窟巾蜂骸弄嫉

罵璧阜埼伎曖餌爽詮芯綻肘麓憧頓牙咽嘲臆挫溺

侶丼瘍僅諜柵腎梗瑠羨酎畿畏瞭踪栃蔽茨慄傲虹

捻臼喩萎腺桁玩冶羞惧舷貪采堆煎斑冥遜旺麺璃

串填箋脊緻辣摯汎憚哨氾諧媛彙恣聘沃憬捗訃 

 


