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アマ無線は違法局だらけ？ 

まいど 1 号交信違法無線が妨害 

長距離運転手？の愚痴 
 

 東大阪宇宙開発協同組合の雷観測衛星「まいど 1

号」に搭載した太陽観測用センサーを始動させるた

め、大阪府立大工学部（堺市）の管制室が19日午後、

交信を試みたが、トラック運転手らとみられる違法無

線が混信し、送受信とも失敗した。 

早ければ、21 日昼に再び同じ試験を行う予定。 

 管制室は、まいど 1 号が 1 日 2 回、日本上空を通

過する時にアマチュア無線アンテナを使って交信す

る。 

 府立大の大久保博志教授らは、太陽の位置を精

密にとらえるセンサーを開発。 

総務省から専用の周波数の割り当てを受け、16 日

から夜間に実施したテスト交信は成功していた。 

 しかし本番の交信を始める直前の午後 1 時 20 分ご

ろ、「長距離もええかげん、しんどい」などとグチをこ

ぼし合う会話が飛び込み、アマ無線で必要なコール

サインもないまま続いた。 

 

との不名誉な記事が読売新聞（03 月 20 日）他、

他紙面に載っておりました。 

総務省から専用の周波数を割り当てられてい

るのに、違法無線局から混信を受けて交信が不成

功になった。との内容。 

この記事を読んで、感じる所が有りませんか。 

例えば、コールサインを言っていなかった問題。

watch された時間帯にコールサインを言っていな

かったから即、違法局扱い。はたして現実はどう

だったのか。 

アンテナ等地上局の運用テクニックが万全だ

ったのか。 

私達は間違っていない。悪いのは違法局。この 

 

一方的な理論には、アマチュア無線に対しての

悪意さえ感じさせられます。 

はたして地上局（JL3YUK）の OP は長時間その

周波数（437.505MHz）を watch していたのか。確

か受信ができる時間は一日に二回。それも 大 1

4 分間前後。違法局扱いされた局が、Watch され

た時間の前に、もしコールサインを言っておれば

大きな問題に発展します。 

例えば、ローカルラグチューをしている時など、

初と 後に自局のコールサインを言って、後は

コールサインを言わずにラグる事が有りません

か。この場合も watch された時間帯によっては、

コールサインを言っていないので、違法局になる

のでしょうか。 

もう一つ問題になるのが、周波数帯です。地上

局の受信周波数は、437.505MHz。これって近くに

近隣周波数の局がおれば、混信が起きる可能性が

大いに有り得ます。 

438.00MHz から上は全電波型式、ここに FM 電波

局が出ても何ら違法では無いはずです。 

そもそも、混信もアマチュア無線を楽しむ上で

の醍醐味の一つです。50MNz 帯の Eスポ期間中の

pile up 等は凄まじい物が有ります。 

混信の中、一発でピックアップされた時などは、

楽しさを通り越し、優越感さえ倍増した記憶が有

ります。 

不思議に思うのは、マスメディアに訴えるほど

の重要通信を行うのに、何故、安易にアマチュア

無線を選択したのだろう。 

もう 1系統の運用局の宇宙航空研究開発機構に

全部お任せしたら問題は無かったと思われる。 

アマチュア無線は日々進化しています。今更、

テレメトリデータ受信実験等に何ら技術的興味

など有りませんし、時代はもっと進んでいます。 

何時からアマチュア無線は、協調性が欠落した、

自己権利欲を振りかざす輩達の趣味の場に成っ

たのだろう。もっと大らかな趣味の筈だったのに。 
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交信が不成功になったから直ぐにマスメディ

アに訴える。安直な考えです。 

その行動が、世間に与えるアマチュア無線の印

象を大いに低落さしているのです。 

懐古主義者では無いですが、もっとおおらかな

運用を心掛けるようにしたいものだ。 

どう考えても、この衛星が今更、アマチュア無

線で運用する必要性が何処に有ったのか、疑問点

が残る。 

de 長澤 道一 

 

 

「まいど１号」の観測データやメッセージの受信に

成功 

 東大阪宇宙開発協同組合の雷観測衛星「まいど１

号」に搭載した太陽センサーの交信テストが２１日、

センサーを開発した大阪府立大工学部（堺市）の管

制室で行われ、太陽の方向を示す観測データや、あ

らかじめセンサーに仕込んでいたメッセージの受信

に初成功した。 

 まいど１号が、日本上空を通過した午後０時４９分、

同大学の学生５人が屋上に設置したアンテナで交信

を開始。間もなく管制室のパソコン画面にセンサー

のデータが次々と表示された。続いて、管制室から

まいど１号に対し、アマチュア無線家に向けたメッセ

ージの発信指令を送ると、宇宙開発や平和への期

待を込めた４種類の英文が表示された。 

 管制責任者の同大学院生小畑貴稔さん（２３）は

「メッセージは日本全土で受信可能なので、無線愛

好家との交流も楽しみ」と喜んだ。 

 交信テストは１９日も行われたが、トラック運転手ら

とみられる違法無線に妨害され失敗に終わってい

た。 

（2009 年 3 月 21 日 18 時 28 分  読売新聞） 

 

参考 1 

アマチュア業務を目的とする当衛星を用いた宇

宙無線通信を行うためにアマチュア無線局の開

設を希望します。 

私たちが行おうとする通信および技術的研究は、

主に、超小型アマチュア無線帯データ送受信機お

よびビーコンシステムを用いた地球―宇宙間電

波伝播実験、民生品により自主制作した人工衛星

の耐宇宙環境試験、アマチュア局によるテレメト

リデータ受信実験を行おうとするものです。  

アマチュア無線機を用いた通信実験の項目は、以

下のとおりとなります。 

 (1)モールス信号を用いたビーコン信号の受信  

(2)AX.25 プロトコルを用いたテレメトリ信号の

受信  

参考 2 

アンテナ・無線通信制御器・ハーネス製作担当、

大日電子の資料によれば、 

『まいど１号』のアマチュアバンド無線を使用し、

JAXA 筑波宇宙センターで地上と通信を行い、衛星

の運用をコントロールする。同時に大阪府立大学

研究センターでプログラムを３ヶ月間運用した

あと、衛星の寿命が尽きるまで雷の観測や衛星内

環境温度などのテレメトリデータを取得し、研究

する。 

SOHLA アマチュア無線クラブの運用情報 

SOHLA アマチュア無線クラブ JL3YUK 

2009 年 3 月 24 日の落成検査に合格し、2009 年 3

月 24 日より、通常運用に入りました。 

基本情報 

呼出符号  JL3YUS  

受信周波数  437.505MHz  

変調方式・レート  AFSK1200bps  

フォーマット  AX25 プロトコル  

運用時間帯（大阪に於ける可視時間帯で運用） 

日付 
AOS  MaxEl  LOS  

運用時

間 

Time Az Time El Time  Az  （分）

2009/3

/2 土 
13:08 005.3 13:15 50.0  13:21  207.2  12 

2009/3

/29 日

00:05 169.5 00:12 76.5  00:18  346.3  13 

13:39 355.2 13:45 23.5  13:51  225.8  11 

23:00 128.5 23:06 19.6  23:12  005.7  11 

 

430MHz レピータ機の発注 

雷サージ被害で、故障修理中の自作 430MHz レピ

ータ機に代わり、アイコム社製の FMレピータ製品を発

注いたしました。 

この商品は、受注生産のため、受取は 4 月中の予

定になっております。 

設置作業日等は追って HP 等でお知らせいたしま

す。 

当日は、草刈り、ペンキ塗り等も予定していますの

で、お手すきな局はご参加をお願いいたします。 

 
 

おもな機能 

■フルデューティー10W を実現 
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大型アルミダイキャストシャーシ、放熱用の大型

ファンの採用により、フルデューティー(100%)で

10W 連続出力が可能です。 

■無瞬断切替方式によるバックアップ電源への

自動切換停電などの電源トラブルが生じた場合

に、外部バッテリーへの切り替えを、無瞬断で行

います。 

■デュプレクサー、アイソレーター内蔵可能 

デュプレクサー、アイソレーター内蔵用のスペー

スを確保。またデュ 

プレクサーの調整はフロントパネルの調整用パ

ネルから容易に行う事ができます。 

■DTMF リモートコントロール機能 

遠隔地から無線機または電話回線を利用して DTM

F トーン信号でレピータをコントロールすること

が可能です。 

 

会計報告書＆名簿を UP しました。 

HP 内に、会計報告、新規名簿を置きますので、ご

覧ください。4月 1日に UP 予定 

★会計報告書（現金出納帳） 

「会員専用」→「資料室」→「会計報告」 

★名簿 

「会員専用」→「会員名簿」 

http://yro.cside.tv/jp3yhe/  BY JP3YHE 

 

待望の 7MHz 帯の拡大、135kHz 帯の

新規分配が決定。 

 平成 21 年 3 月 30 日に予定されていた

7MHz 帯のバンド拡張と 135kHz 帯の解

放についての告示が、平成 21 年 3 月 17

日付け官報に掲載されました。 

これで、待ちに待った 7MHz 帯のバンド拡張が

ようやく正式決定したことになります。 

今回の 7MHz 帯のバンド拡張では、新たな手続

きなしで、拡張されたバンドの運用ができます。 

また同時に 135kHz 帯の解放も行われます。 

135kHz 帯の運用については新たな手続きが必要

となります。 

・無線局免許手続規則の一部を改正する省令  

・無線設備規則の一部を改正する省令  

・電波法施行規則第 13 条の２の規定に基づき、

アマチュア局が動作することを許される周波数

帯を定める告示  

・無線局免許手続規則第 10 条の２第 10 項の規定

に基づき、アマチュア局において使用する電波の

型式を表示する記号を定める告示 

・無線設備規則別表第二号第 54 の規定に基づき、

アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許

容値を定める告示 

この告示により、平成 21 年３月 30 日より、アマ

チュア無線家の間で長年に渡る願いであった 7MH

z 帯の拡大（7000～7200kHz）、および長波帯 135

kHz 帯（135.7～137.8kHz）の新規分配がおこなわ

れることになります。 

 7MHz 帯については、現在すでに 7MHz 帯の免許

を受けている方は、新たに申請をしなくても、平

成 21 年３月 30 日（日本時間）から 7100～7200k

Hz の拡大となる周波数での運用が可能となりま

す。 

新規分配の135kHz帯（指定周波数は「136.75kHz」）

や、1.9MHz 帯における PSK31 などの狭帯域データ

通信には免許申請が必要です。 

注）1.9MHz 帯のデジタルモード運用 

4 アマの方の運用に関しては、「自動受信を目

的とする電信のうち、モールス符号によるものを

除く」とされています。 

4 アマの方はモールス符号を使用したデジタル

モードでの運用はできないです。 

この周波数帯を運用する場合は、新たな手続き

が必要になります。 

7MHz 帯（40m）バンドの特徴 

・一日中、日本国内全域に安定した通信が可能で、

HF 帯で も人気のあるバンドでもある。周波数幅

が狭い(100kHz)上に利用者が多いため、常に混雑

している状態である。 

・夜間は、日本国内の近距離が不感状態（スキッ

プ状態）となり、国内の遠距離と、日本国外との

長距離通信が可能となる。  

・欧文電信だけでなく、和文電信も多く運用され

ている。  

・第 3地域（日本を含む）は 7000-7100kHz だが、

2003 年 7 月の世界無線会議（WRC-03）において、

2009 年 4 月から 7100-7200kHz が追加されること

が決定された。 

・第 2地域（ハワイ含むアメリカ州）では 7200k

Hz までが開放されており、しかも 7150kHz 以上が

電話バンドであるため、直接交信が不可能な第 3

地域の帯域を整合させた（第 3地域から他の地域

と交信するには、スプリット運用しか方法がな

い）。 

・OTH レーダーからと思われる妨害波(ウッドペッ
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カー・ノイズ)の影響を受けることがある。  

・日本各地の「道の駅」で 移動運用する局が多

い。 

注）現在の HF トランシーバーでは電波を出せないの

で、何らかの対策が必要になります。 

 

バージョンアップソフト 

コンテスト用ロギングソフトウェアである N1

MM ロガーの Ver9.3.4 が公開されました。 

ダウンロード http://www.pi4dec.nl/n1mm/Revisi

onHistory.htm 

バグ修正：開発されている変更 9.3.3 で/ FREQ は、

アイコム無線機のためのよりよい解決策を修正するま

での入力ウィンドウのコマンドを入力して反転。 （ K3

CT ）符号化  

バグ修正：メートル/秒では、修正プログラムを実行/

複数のステータスメッセージを。（ K3CT ）符号化 

 

 

ハムログ最新版のバージョンがハムログホ

ームページでアップされました。Ver5.12e 

 

ダウンロード http://www.hamlog.com/ 

・入力できる周波数のチェックを緩くしました。 

・6文字を超えるコールサイン入力で、電子 QSLにヒッ 

トしないので修正。 

・電子 QSL メニューの["ヒットしたら JPEG"のフォルダ 

にコピーする]は、この機能を使わなくてもヒットでき 

るため、紛らわしいので廃止しました。 

・マスターデータに岡山市の行政区を追加。 

・道の駅データを更新しました。 

 

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 01 月 491、988 

 12 月 493、184 

先月よりも ｄｏｗｎ 1、196 局 

地方局 総計  

総無線局数 491、988  

北海道
無線局数 44、389  
比率(%) 9.0  

東 北
無線局数 48、927  
比率(%) 9.9  

関 東
無線局数 132、523  
比率(%) 26.9  

信 越
無線局数 21、295  
比率(%) 4.3  

北 陸
無線局数 13、697  
比率(%) 2.8  

東 海
無線局数 68、184  
比率(%) 13.9  

近 畿
無線局数 59、154  
比率(%) 12.0  

中 国
無線局数 35、144  
比率(%) 7.1  

四 国
無線局数 21、669  
比率(%) 4.4  

九 州
無線局数 44、486  
比率(%) 9.0  

沖 縄
無線局数 2、520  
比率(%) 0.5  

 

ＷＢＣ劇的勝利 

 野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）

で、日本が２大会連続で優勝を決めた。 

日本チームにユニホームを提供したミズノは、優勝

した２４日の株価は前日比２４円高の４６１円と年初来

高値を更新。 

 


