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7MHz 帯の開放秘話を語る 

7MHz 帯がいかにして解放されたのか。開放に

至るまでの長い道のりの歴史。 

◇7MHz 帯のアマテナアバンドの拡大はアマチュ

ア無線家にとって朗報ですね。3月 30 日からアマ

チュア無線用途に7,100～7,200kHzが追加開放さ

れます。JARL では、かねてから総務省（旧郵政省）

にその拡大を強く要望してこられた。拡大実現ま

での間 大変苦労されたと聞いています。 

原会長 今回、7MHz 帯が 200kHz まで伸びて大変

喜んでいます。もともとアマチュアバンドは、7～8MHz

帯ということでしたが、それが 7,500kHz までになって、

どんどん改められ、残念ながら 1947 年に 7,150kHz

まで切られて、そしてまた 7,100kHz までに切られたと

いう経過がある。これが拡張され、7,200kHzが実現で

きたことは本当にうれしい。 

 一時、7,150kHz が使われた期間もありました。アマ

チュア無線家の古い人の中には 7,150kHz まで経験

された方がいると思います。それは、IGY の人工衛星

の打ち上げで、南中する時間を計るために 7,150kHz

まで必要ということで確保された。 

 当時、東京天文台長だった宮地さんが、2 度も郵政

省電波監理局長を訪れ、特別に 7,150kHz まで使わ

せてほしいと要望した。人工衛星の南中する時間を

アマチュア無線家に通信連絡するために、条約切れ

のぎりぎりまで使わせてほしいということです。当時、

南中を計れるのは、アジアでは日本の JARL の観測

局しかありませんでした。 

 それで、条約の切れるぎりぎりまで使わせていただ

いた。ところが、7,100kH になって、アマチュア無線の

人口はどんどん増えるし、増えたのはいいが、ここに

中国を放送 が 13 波人って、アマチュアバンドはズタ

ズタにこされた。 

 アマチュア無線家の中からは、とにかく中国の電波

を止めてほしいという話が再三再四あった。しかし、C

RSA は軍には口出しできないという。 

 それで、私が中国の軍隊に葉さんという人を訪ね、

「ここはアマチュアバンドなので、放送電波を出すの

はやめてほしい」などとお願した。そうしたら、軍の方

も本当によく理解していただき、「それじゃあ止めまし

ょう、止めるについて 1 年半かかりますよ。それを了解

してくださいね」ということで、1 年半かって全部止め

ていただいた。 

 きれいになったのはいいけれど、何せアマチュアバ

ンドが狭すぎるということ。1979 年のスイスのジュネー

ブで開かれた WARC 会議では、10MHz とか 18MHz

を増やしていただいてよかったのだが、とにかくアマ

チュアバンドを 7,300kHz にまで増やそうではないか

ということで、当時の IARU のポールドウィン会長を中

心に一生懸命活動した。 

しかし、アフリカ、アラブが「アマチュア無線に周波

数をやることはない」と強烈に反対し」なかなか 7MHz

を増やすことは難しかった。 

◇その後の 7M 地帯拡大についての動きをお聞き

したい。 

原会長 1992 年の 2 月から 3 月にかけてスペインの

マナガで WARC 会議が開かれ、日本代表だった郵

政省の大井田清氏が「日本のアマチュアバンドは大

変混んでいるから少し周波数を増やしてやってはどう

か」と発音。そうしたら、モロッコのべラーダ氏が「アマ

チュア無線の周波数は全部取り上げたほうがいい」な

どとアマチュア無線を攻撃する約 30 分間にわたる大

演説をぶった。ここ当分はだめだというのが感触。 

わざわざアマチュア無線のために応援演説をして

いただいた大井田さんには気の毒をしてしまった。こ

れも懐かしい思い出です。 

そして・2003 年にスイスのジュネーブで WRC 会議

が開かれた。7,300kHz を獲得する 後のチャンスと

いうことで乗り込んだ。ところが、WGからなにからなに

まで、すべてアマチュアバンドの話をすると大反対で、

到底どうしょうもなかった。 

しかし、ここであきらめると 7MHz の放送バンドを変

えることはできないということで、「昔のように 7,300kH
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z までアマチュアにほしい」と強く要請をした。だが、

大反対の集まりでどうしようもなかった。 

そこで、会議 終日の全体総会に、7MHz の再分

配というのを議題にかけた。それに対し、アフリカとア

ラブが猛反対。この議題で約 30 分大議論。 終的に

は議長であるカナダのワラウトさん（女性）が「これで

アフリカも中近東も、アマチュア無線拡張反対で議論

に疲れたでしょう。 

 アマチュア無線の方も増やしてほしいと一生懸命お

やりになった。片方は 17,300kHz まで増やしてほし

い、もう一方は 7,100kHz 以上絶対にやらない、という

ことなので、議長としては真ん中をとって 7,200kHz で

いきます。 

 お互いに手を打ちませんか」とズバッときた。急に女

性の議長が言い出したものだから、みんな呆気にとら

れて声が出なかった。数分たって、中近東から「改正

案を議長としてはいつから認めるつもりだ」と発言。 

 そうしたら、議長は「2009 年 3 月からでどうでしょう」

といった。それで 100kHz 伸びたのでしょう。ようやく、

10 年がかりで実現したわけです。ですから、7,200KH

z はただ簡単にできたわけではないのです。 

◇国際アマチュア無線連合（IARU）の会長など新

役員の交替があると開いております が、どのよ

うになりますでしょうか。 

原会長 現在の W4RA ラリー・プライス会長は 1999

年から長い間やってこられたが、現 IARU 副会長の V

E6SH／G4HUA ティム・エラム氏が新会長となられ

る。 

 これに伴い新副会長にはノルウェーの LA2RR オー

レ・ガーぺスタ前 IARU Region1 会長が就任の予定

です。2 月 10 日縮め切りの投票で批准されれば、5

月 9 日から 5 年間の任期を務めることになります。 

 事務局長は、引き続き KIZZ サムナー氏が務めるこ

とになりますが、欧州から副会長が出られることで、Ⅰ

IARU は大いに変わるものと思われます。 

◇1 月 23 日午後零時 45 分に温室効果ガス観測技

術衛星 r いぶき」（QOSAT）、及び 7 機の相乗り

小型副衛星を搭載した H2A ロケット 15 号墳が鹿

児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられ

た。その中には・香川大学・東京大学・東京都立

産業技衝革等専門学枚のアマチュア衛星・東大阪

開発協同組合の「まいど 1 号」（SOHLA-1）等が

含まれている。アマチュア衛星の今後の普及発展

に期待がかけられています。 

原会長 アマチュア衛星については、これまで JARL

が「ふじ 1 号」「ふじ 2 号」「ふじ 3 号」を打ち上げてい

ますが、おかげさまで「ふじ 3 号」はまだ元気に働い

ています。世界中の皆さんに役立って、楽しんでいた

だき大変うれしく思っています。その後、アマチュア

衛星を各学枚で打ち上げたいということで、JARL に

「どうやって打ち上げるのか、どうやって作るのか」教

えてほしいという話がいろいろとありました。 

 そこで、各学枚がアマチュア衛星を打ち上げ、普及

発展すればよいということで、いろいろと指導してきた

わけです。今回たくさんのアマチュア憩星が打ち上

がって、本当に「おめでとうございます」という気持ち

でして、大変楽しみにしております。 

      JA1AN 原昌三日本アマチュア連盟 会長 

 

巨大磁気嵐の正体見えた 

 地球の磁場を乱す巨大磁気嵐が、太陽表面の

特殊な磁場構造から噴き出すプラズマの影響

で起きていることを、国立天文台野辺山太陽電

波観測所（長野県）や京都大の研究チームが突

き止め、２１日付の米専門誌に発表した。 

 磁場構造は、イソギンチャクが周囲に細長い触手を

伸ばしたような形。磁気嵐との関係はこれまで不明だ

った。 

 磁気嵐は人工衛星の故障や通信障害を引き起こ

すため、事前に発生を知ることができないか研究され

ている。研究者は「この磁場構造を詳しく調べること

で“宇宙天気予報”ができるかもしれない」としてい

る。 

 チームは、2005 年 8 月に磁気嵐を引き起こした太

陽活動を分析。その結果、太陽表面の爆発現象に

伴って、周囲より低温の領域にあるイソギンチャク形

の磁場から高速のプラズマが２度噴出し、地球の磁

気圏に影響を与えていることを確かめた。 

 

磁気嵐（じきあらし、Magnetic-storm）とは、通

常、中緯度・低緯度において全世界的に地磁気が減

少する現象のことを指す。 

典型的な磁気嵐では、地磁気は数時間から1日程度

の時間をかけて減少し、その後数日かけて徐々にも

との強さまで回復していくという過程をとる。このうち

地磁気が減少し磁気嵐が発達する過程を主相、回

復する過程を回復相と呼ぶ。磁気嵐にともなって変

化する地上の磁場は、通常時の 1000 分の 1 程度だ

が、大規模な磁気嵐のときは通常時の 100 分の 1 程

度の変化が観測される場合もある。 

このような地上の磁場の変化は、主にリングカレント

の発達による効果と考えられている。磁気嵐が発達

するのは、南向きの磁場をもった太陽風が地球磁気

圏に吹きつけているときであり、リングカレントの発達

に太陽風中の磁場が重要な役割を果たしているもの

と考えられている。 

大規模な磁気嵐の多くは、フレアに伴ってコロナ質

量放出(CME)と呼ばれるプラズマの塊が太陽から放

出され、それが強い南向き磁場をともなって地球磁

気圏に吹きつけた場合に発生する。このような磁気

嵐は、フレア発生から 1～数日後に観測され、太陽フ

レアが太陽黒点の活動と関係していることから、太陽

黒点数が多い太陽の活動が活発なときに発生しやす
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い。 

また、太陽のコロナが希薄な領域から吹き出る高速

の太陽風によって弱い磁気嵐が起きる場合もある。こ

のような磁気嵐は、太陽活動が も活発な時期から

数年経過した頃によく観測される。 

磁気嵐の主相時は、激しいオーロラ嵐も一緒に発生

する場合が多く、その場合、特に高緯度地域では、

その効果による激しい磁場の変化も観測される。この

ような磁場変化は、地上の送電線などに誘導電流を

作るので、まれに高緯度地域の人々の生活にも影響

を及ぼすこともある。例えば、1989 年 3 月、太陽フレ

アによる強い磁気嵐が起きた際には、激しいオーロラ

嵐による磁場の変動が原因となって、カナダの送電

システムが障害を起こし、長時間の停電が発生した。 

その他、磁気嵐が発生すると、人工衛星の電子精密

機器の故障、無線通信の障害などの悪影響が出る

場合がある。これらを未然に防ぐため近年、磁気嵐を

予測する宇宙天気予報の研究が進められている。 

 

太陽観測衛星ＳＯＨ

Ｏがとらえた太陽表

面のイソギンチャク形

の磁場構造（国立天

文台野辺山太陽電

波観測所提供） 

 

国立天文台野辺山

は、ミリ波帯（波長に

して約1cmから1mm

の電波）で世界

高レベルの観測能

力をもつ 45m 電波

望遠鏡やミリ波干渉計、南半球では初の 10m クラス

の 本格的サブミリ波望遠鏡 ASTE（アステ）、太陽観

測用の電波へリオグラフなど 先端の観測装置を備

え、電波天文学の国際研究センターとなっています。

国内はもちろん海外からも多数の研究者が訪れ、宇

宙の姿を明らかにするため日夜観測・研究を行って

います。また、望遠鏡の維持や性能向上、さらに新し

い観測技術・観測装置の開発も、年間を通し休むこと

なく続けています。 

★ 所在地  〒384-1305 長野県南佐久郡南牧村

野辺山 462-2 

 

人工衛星が衝突 

 米イリジウム社の通信衛星とロシアの使用済み衛星

がシベリア上空 800 ㌔・㍍で衝突した事故は、宇宙空

間が不要なごみで満ちている現実を、改めて浮かび

上がらせた。 

 過去には、宇宙ごみが米スペースシャトルの貨物室

に当たって穴が開いたし、小石のような小さなごみで

も、船外活動中の飛行士に当たれば、宇宙服が破損

して大事故になりかねない。 

国際宇宙ステーション（ISS）に飛行士が常駐するよう

になったいま、宇宙ごみは人命にもかかわる切実な

問題だ。 

 米航空宇宙局（NASA）によると、人工衛星の破片な

ど、大きさが 10 ㌢・㍍以上の宇宙ごみは約 1 万個に

及ぶ。現役の衛星は約 800 基なので、宇宙に漂う人

工物の大半はごみということになる。花田俊也・九州

大准教授によると、10 ㌢・㍍以上のごみが絡む衝突

は、5 年に 1 回程度は起きる計算だという。 

 衛星同士の衝突は今回が初めてだが、1996 年に

はフランスの偵察衛星も破損したし、宇宙ごみ同士の

衝突も 2 例報告されている。「衝突は新たな破片を作

り出し、その結果、さらに衝突の確率が増す悪循環に

陥る恐れがある」と花田さんは指摘する。 

 宇宙ごみは、人工衛星の打ち上げが本格化した 19

60 年代から増え続けている。おもに、寿命が尽きた

衛星がそのまま長く宇宙空間に漂うからだ。大気圏

に落ちてくれば燃え尽きて消滅するが、高度 1000

㌔・㍍の衝星なら 2000 年もかかる。  

 国連は 2007 年 2 月、寿命を迎えた衛星は、燃料が

あるうちに大気圏に向けて軌道を変更し、ごみとして

宇宙に残さないよう求めた。 10 ㌢・㍍以上の宇宙ご

みは、地上観測で軌道を予測できる。それをもとに、

米スペースシャトルは 1～2 年に 1 回の割合で実際に

回避しているし、若田光一さんが近く長期滞在する IS

S も、「史上 も強固な宇宙船」 （NASA）とはいえ、

エンジンを噴射して避難する。だが、それ以下の大き

さのごみは把握できず、いわば運任せ。ISS では、も

し穴が開いたら隣の部屋に避難することになってい

る。 

 国内では日本スペースガード協会が、日本の衛星

に近づいてくる宇宙ごみや、日本の衛星の残骸の行

方を監視している。同協会の高橋郵肺理事長は「今

回の事故をきっかけに、宇宙ごみに真剣に取り組む

機運を高めていく必要がある」と話している。 

 
今回の衝突で発生したデブリのシミュレーション画像 

Image courtesy of Analytical Graphics, Inc.（www.agi.

com）。もとの衛星の軌道を中心に、かなり広範囲にデ

ブリが拡散したことがわかる。 
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自作 PC 完成 

メインで使っている自作 PC の CPU はデュアルコア

の Pen4 550。8 つの処理スレッドを持つ、インテル® 
Core™ i7 プロセッサーが発売され、一段と古さを感

じ出しましたので、 新のハード類を選んで組み込ん

でみました。 

今回は、ケース内の風流を考えてハード類は SATS

接続の物をセレクトしました。 

組み込むのにかかった時間は3時間程度。M/Bが

定型より少し大きめだったので取り付けに苦労しまし

たが、その他は問題なしで組み込めました。 

但し、M/B が大きいのでケースオプションのサイドと

本体内の計 2 個のファンは取り付けられませんでした。

現状でケース内の温度が 25 度前後なのでそのまま

動かしています。 

メモリも問題なく DDR3-1600 と認識。OS は 64GB

の SSD にインストール。HDD も SATA300 7200 を選

択、STAT ケーブルも 3Gb/S に対応する物と替え、速

度 UP を考量してみました。 

現在の環境は PC2 台と液晶ディスプレイ 1 台を EL

ECOM DVI-I 対応コンピュータ切替器（KVM-DVU

2）で切り替えて使っています。これの弱点は 2 台の P

C を繋ぐ接続ケーブルが太すぎる事。本当に邪魔。 

PC2 台と 1 台の液晶ディスプレイ、キーボード、プリ

ンター等をボタン一つで切り替えられて便利だのに。

残念です。 

De JJ3UXN 長澤 道一 

OS :Windows Vista Ultimate (Build 6001) SP1 

CPU :Intel(R) Core(TM)i7 CPU 965 @ 3.20GHz 

M/B :ASUS Rampage Ⅱ Extreme 

VGA :XFX HD4870 1GB XXX HD-487A-ZDDC 

メモリ :PVT33G1600LLK DDR3-1600 CL8 1GB*3

KIT 

SSD :PhotoFast G-MONSTER SSD 64GB 

HDD :WD6401AALS(640GB SATA300 7200) 

DVD :Pioneer DVR-216BK/MP 

CPU クーラ :Thermalright Ultra-120 eXtreme 1366 

RT 

電源 :Corsair CMPSU-620HXJP ATX 620W 

ケース :windy ALTIUM FSR2000 EXTRA Black Kn

ight/E (Full OPTION) 

SATA ケーブル :SATAⅡ規格対応 

新のハード類を集めたつもりでも 5.9 でした。 

 

 

 

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 12 月 493,184 

 11 月 495,323 

先月よりも ｄｏｗｎ 2,139 局 

地方局 総計  

総無線局数 493,184  

北海道
無線局数 44,386  
比率(%) 9.0  

東 北
無線局数 49,120  
比率(%) 10.0  

関 東
無線局数 132,610  
比率(%) 26.9  

信 越
無線局数 21,377  
比率(%) 4.3  

北 陸
無線局数 13,724  
比率(%) 2.8  

東 海
無線局数 68,448  
比率(%) 13.9  

近 畿
無線局数 59,328  
比率(%) 12.0  

中 国
無線局数 35,307  
比率(%) 7.2  

四 国
無線局数 21,742  
比率(%) 4.4  

九 州
無線局数 44,637  
比率(%) 9.1  

沖 縄
無線局数 2,505  
比率(%) 0.5  

 


