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JP3YHE 便り 

430MHｚ＆1.2G とも正常運用中 

レピータ設置場所までの道のりに、覆いかぶさってい

るクマ笹を刈り取って来ました。 

 

奥まで刈り取る予定でしたが、疲れて設置場所の横

で止めてしまいました。      ｊｊ3uxn 2009-09-04 

 

総務省からのお知らせ 

35kHz 帯の免許・運用に関する総務省からの

お知らせ 

 平成21年３月30日からアマチュア無線に新規分配

となった、長波帯135kHz帯は極めて低い周波数帯と

してアマチュア無線家の皆様方の関心が高く、全国

各地で免許を受ける局が次第に増加しています。 

 135kHz 帯付近の周波数は高周波利用設備等にも

すでに使用されていることから、135kHz 帯の免許に

際して、「既存の高周波利用設備等から発生するノイ

ズ等の影響については容認すること」という免許の条

件が附款されています。 

 なお、鉄道線路の付近でこの周波数帯を使用した 

場合、高周波利用設備を使用する列車の管理システ

ム等に障害を与える可能性もあります。特に半径 

100m 以内に鉄道線路が敷設されている場合につい

ては、鉄道の安全な運行のため十分に注意して運用

する必要があります。 

 また総務省では今後、アマチュア局への 135kHz 帯

の免許の際には、「この周波数の使用は、等価等方

輻射電力が 1W 以下に限る。」というこれまでの附款 

に加えて「ただし、鉄道線路から 100m 以内で運用す

る場合においては、等価等方輻射電力が、100m を１

として鉄道線路からの距離を表した値を二乗した値

に 1W を乗じた値以下の場合に限る。」という附款を

付すこととしています。 

 

無線従事者免許証のカード化 

いよいよ無線従事者免許証もカード化になり

ます。 

無線従事者規則の一部を改正する省令案について

の電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果 

1 改正の概要  

 本件は、無線従事者免許証を日本工業規格(JIS 

X6301)に規定するサイズのプラスチックカード製に改

めることで、耐久性と携帯性の更なる向上を図るもの

です。  

 また、現在 3 種類ある免許申請書を一種類に統一

するほか、現在、申請書に住民票コードを記載するこ

とで「氏名及び生年月日を証する書類（住民票の写

し等）」の添付が省略できますが、それに加え、申請

者が既に他の無線従事者免許証等を保有している

場合、当該免許証等の番号を記載することによる添

付の省略も可能とし、申請手続等の簡略化を図るも

のです。 

2 改正箇所  

 無線従事者規則（平成 2 年郵政省令第 18 号）につ

いて、次の改正を行います。  

(1) 免許申請書に添付する写真（大きさの統一）  

(2)「氏名及び生年月日を証する書類」の添付が省 
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略できる条件（条件の追加）  

(3) 訂正申請（規定の削除）  

(4) 免許申請書の様式（様式の統一）  

(5) 無線従事者免許証の様式（様式のカード化）  

4 今後の予定  

 答申の内容及び意見募集の結果を踏まえ、省令の

改正を速やかに行う予定です。 

 

デジタル簡易無線機 

アイコムより、すごい新型トランシーバーが発

売されました。 

 現在、アマチュア無線では、

5ｗハンディが各社から出て

いますが、当然、アマチュア

無線目的のみ。業務（お仕

事）では使用できません。 

お仕事で無線機を使用す

る場合には、特定小電力トラ

ンシーバー、もしくは、業務

無線（簡易業務無線）を使用

することになります。 

特定小電力トランシーバー

は、最近、各社各種新型が

登場して、便利になってきた

とはいえ、最大の難点は、10

mW という出力。やっぱり、中

継機がなければ、数百メートルしかカバーできませ

ん。 

一方、業務無線は、高出力ですが、免許申請が必

要で、かつ、高額です。申請代金を合わせれば、一

台が 10 万円、2 台で 20 万円という世界なので、ちょ

っと簡単には手が届きません。 

そこで、海外の違法無線などを輸入して使ったりす

るケースもあるようですが、当然違法ですから、最近

は、摘発されたり、裁判になったり、やっぱり、違法無

線は絶対に使ってはいけませんね。 

お仕事で使えて、出力があって、簡単に使えるよう

なモデルはないかなあ～。これまではなかなかぴっ

たりのモデルがなかったんです。 

今回の IC-DPR5 は、デジタル簡易無線機。 

・5W出力可能。・デジタルなので、秘話機能は抜群。 

・最高水準の防水（JIS7※2 相当）・防塵性能(JIS5※3

相当)を備えています。・アンテナ端子は SMA。 

しかも、簡易業務無線なのに、安い！ 

これまでの業務無線の常識を覆す 62,790 円というお

値段。 

しかも、これまで、やれ委任状が必要、○○が必要

と、申請がやっかいだったのが、本機は、かんたんな

登録手続きだけで使用できてしまいます。 

登録申請も本体に付属している書類を使用して、

必要事項を記載して、提出するだけで OK という簡単

申請。 

これで、本当に、使えるの？ という簡単さです。 

従来の、業務無線の枠組みを破壊してしまうかもしれ

ない、すごい無線機なのです！ 

ちょうど、5W 出力のパーソナル無線もなくなりました

が、これからは、これが、資格・免許不要、簡単申請

だけで使用できる、5W 出力無線機の新規格になる

かもしれません！ 

 

新型インフルエンザ Aの予防 

新型インフルエンザ A（H1N1）の予防には、

通常のインフルエンザに対する下記のような

取組を習慣づけておくことが重要です。 

・咳、くしゃみの際は、ティッシュ等で口と鼻を被い、 

他の人から顔をそらすこと  

・使ったティッシュは、直ちにゴミ箱に捨てること  

・咳やくしゃみ等の症状のある人には必ずマスクを着 

けてもらうこと（個人が使用するマスクで最適なの、 

不織布製マスクです。）  

・咳やくしゃみをおさえた手、鼻をかんだ手は直ちに 

洗うこと  

使用方法例 

ノーズフィッターを

上にしてギャザー

を縦にのばす 

生地目の大きい

面を表に使用 

マスクを顔にあて、

ノーズフィッターを

鼻、頬のカーブに

合わせて曲げる 

マスクをあごの下

まで広げてフィット

させる 

また、次の点についても心がけてください。 

・帰宅後や不特定多数の者が触るようなものに触れ 

た後の手洗い・うがいを日常的に行うこと  

・手洗いは、石鹸を用いて最低 15 秒以上行うことが 

望ましく、洗った後は、清潔な布やペーパータオル 

等で水を十分に拭き取ること  

・感染者の２メートル以内に近づかないようにすること 

・流行地への渡航、人混みや繁華街への不要不急

な外出を控えること  

・十分に休養をとり、体力や抵抗力を高め、日頃から 

バランスよく栄養をとり、規則的な生活をし、感染し 

にくい状態を保つこと  

正しい手洗いの方法の図------- 
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まず手指を流水でぬ

らす 
石鹸液を取り出す 手の平と手の平をこ

すり、よく泡立てる 

 
手の甲をもう片方の

手の甲でこする 

指を組んで両手の指

の間をこする 
 

親指をもう片方の手

で包みこする 

指先でもう片方の手

の平をこする 

必要な場合は、爪ブ

ラシを使って指先を

洗う 

両手首までていねい

にこする 
流水でよくすすぐ  

手指消毒方法 

手指消毒用アルコールは、しっかり擦り込みましょう。 

噴射する手指消毒

用アルコールを指を

曲げながら適量を手

に受ける 

手の平と手の平を擦

り合わせる 

指先、指の背をもう

片方の手の平で擦る

（両手） 

手の甲をもう片方の

手の平で擦る（両手） 

指を組んで両手の指

の間を擦る 
 

親指をもう片方の手

で包み、ねじり擦る

（両手） 

両手首まで丁寧に

擦る 

乾くまで擦り込む 

--どういう症状がでれば新型インフルエンザに

感染したか疑うべきですか？-- 

38℃以上の発熱があり、咳や咽頭痛等の急性呼吸

器症状を伴う場合にはインフルエンザに感染してい

る可能性があります。 

また、インフルエンザに感染している方との接触歴が

あるなども、感染を疑う上での参考になります。 

ただし、症状で新型インフルエンザと季節性インフル

エンザを見分けることはできないと言われています。 

なお、持病のある方々など、感染することで重症化す

るリスクのある方は、なるべく早めに医師に相談しまし

ょう。また、もともと健康な方でも、以下のような症状を

認めるときは、すぐ医療機関を受診してください。 

【小児】 

・呼吸が速い、息苦しそうにしている  

・顔色が悪い（土気色、青白いなど）  

・嘔吐や下痢が続いている  

・落ち着きがない、遊ばない  

・反応が鈍い、呼びかけに答えない、意味不明の言

動がみられる  

・症状が長引いて悪化してきた  

【大人】 

・呼吸困難または息切れがある  

・胸の痛みが続いている  

・嘔吐や下痢が続いている  

・3 日以上、発熱が続いている  

・症状が長引いて悪化してきた  

医療機関を受診する前に、必ず電話で連絡をし、受

診時間や入り口等を確認してください。  

受診するときは、マスクを着用し「咳エチケット」を心

がけるとともに、極力公共の交通機関の利用を避け

てください。 

咳エチケット 

１．周囲の人からなるべく離れてください。  

  咳やくしゃみのしぶき（飛沫）は約２メートル飛ぶと 

言われています。 

２．咳やくしゃみをするときは、他の人から顔をそらせ、

ティッシュなどで口と鼻を覆いましょう。  

  他の人にしぶき（飛沫）をかけないように心がけまし

ょう。マスクをしていない場合には、ティッシュなど

で口と鼻を覆うことも大切です。使ったティッシュは

すぐにゴミ箱へ捨てましょう。 

３．咳やくしゃみを抑えた手を洗いましょう。  

咳やくしゃみを手で覆ったら、手を石鹸で丁寧に

洗いましょう。 

４．マスクを着用してください。  

  咳、くしゃみが出ている間はマスクを着用しましょう。

使用後のマスクは放置せず、ゴミ箱に捨てましょ

う。 
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スマートメーターの無線技術 

東京ガスが次世代のガスメーターの開発を進めて

いる。ガス用の「スマートメーター」だ。無線通信機能

を搭載することで、ガスの利用状況を把握したり、各

種の警報装置などと連携し安全対策を強化したりす

る考えだ。社会全体の省エネ推進や安全対策の中

核に据えようという構想が動き出している。 

 スマートメーターとは、ネットワークに接続し、情報シ

ステムと連携可能な計測器のこと。米オバマ大統領

のグリーンニューディール政策で浮上した、各種ライ

フラインの効率を高める「スマートグリッド」構想を実現

するための主要要素の一つとして注目されている。

社会に供給されるエネルギーと企業や一般個人が消

費するエネルギーをより的確に把握することで、エネ

ルギー資源の消費量削減を目指す。  

 東京ガスが開発しているのは、ネットワーク経由で

ガスの使用量をリアルタイムに把握するほか、ガス漏

れ検知器や火災報知器、防犯装置などと連携し、ガ

スの供給を遠隔停止したりを可能にするようなガスメ

ーター。ガスの利用者に利用状況を伝え省エネを促

し、社会全体のエネルギー利用効率を高めることや、

ガス利用時の安全・安心の向上といった効果が期待

できる。   

その試作機は、一見しただけでは一般に使用されて

いるガスメーターと大きくは変わらない。  

しかし中身は違う。2 種類の無線通信機能を使い分

ける機能を搭載する。ガス会社はネットワーク経由で

アクセスし、家庭や企業の屋内にあるメーターを管理

できるようになる。 

 アナログ回線が使えない契約先が増加 

 この新型ガスメーターを中核とした新しいガス供給

インフラは、「ユビキ

タスメータリングシス

テム」と呼ばれる。東

京ガスのほか、大阪

ガスなどの主要ガス

会社が NTT が共同

で研究・開発してい

る。  

 ガス会社がユビキ

タスメータリングシス

テムに期待する背景には、ガスメーターの管理が難

しくなっていることがある。これまでも東京ガスは、ア

ナログ電話回線を使って管理センターにデータを送

信できるガスメーターを、約 60 万件の契約先に設置

している。ただし全契約数は約 1000 万件だから、ごく

少数ではある。  

 その通信機能付きガスメーターにしても、IP 電話な

どの導入が進んできた最近は、アナログ電話回線を

使用しない住居やビル設備が増加したことで、設置

が難しくなっている。アナログ回線がなければ通信で

きないだけに、通信方式を抜本的に見直す必要が出

てきた。  

ガス用メーターには給電できない 

 加えてガスメーターの場合、単に通信機能を組み

込むだけでは使えない。電力メーターのように、給電

可能な場所に設置できるとは限らないからだ。実際、

現在使用しているガスメーターはすべて電池で動作

している。スマートメーターに置き換えるからといって、

新たに給電するというわけにはいかない。  

 これらの課題をクリアするために、ユビキタスメータリ

ングシステムは、2 種類の無線通信方式を組み合わ

せた（図 1）。一つは、通信範囲が数十メートルの無

線技術である。東京ガスによれば、「省電力無線技術

の Zigbee に近いが、もっとシンプルな仕様」だという。 

「ユビキタスメータリングシステム」は 2 種類の無線技術を

利用し、各世帯からガス利用のデータを集める 

  ノード同士が PtoP(1 対 1)で通信する方式を採って

おり、メーターは他のメーターとの通信を中継しなが

ら、管理センターに自身のデータを送る。省電力であ

るため電池を電力源にしても、10 年は使用できる。  

将来的には照明や空調も制御したい 

 この通信規格については、東京ガスなどが参加す

るユビキタスメータリングフォーラムが現在、IEEE（電

気通信学会）に、「802.15.4g」として提案している。「こ

の 9 月にも方向性が見えてくる」（東京ガス）という。20

11 年の国際標準化を目指している。  

 もう一つは、NTT が研究を進めている広域無線技

術である。メーターから広域無線の基地局までは IEE

E802.15.4g で通信し、そこから先に広域無線を使う。

こちらは数キロメートルの距離で通信が可能である。  

 ユビキタスメータリングフォーラムでは、照明や空調

などの制御も、このスマートメーターの無線通信機能

を経由して可能にすることを構想している。ガスメータ

ーが社会の省エネや安全対策の中核になる可能性

があるわけだ。  

 

 

東京ガスが開発を進めるガス用の

「スマートメーター」と無線装置 


