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電波申請・届出の流れ そのⅡ 

先月号に続いて、電子申請の続きを説明しま

す。 

審査処理 

電子申請の審査処理が進み、次の内容の納付依頼

メールが送られてきます。 

                                           

＊申請手数料 電子納付のお知らせ＊ 

***.@***.*** 様 

申請が受け付けられましたので、申請手数料の電子

納付をお願いします。 

申請手数料の納付番号は ***00000********です。 

注） このメールに記載の「納付番号」だけでは、納付

手続きは行えません。 

■ インターネットバンキングに口座をお持ちでない場

合 

 MPN （マルチペイメントネットワーク） に対応した金

融機関の ATM から納付できます。 

 注） 納付が出来ない金融機関の ATM もありますの

で、まず、お近くの金融機関が対応しているか下記リ

ンク（ペイジーのホームページ）から確認してください。 

 http://www.pay-easy.jp/ 

 ATM からの納付に際しては、以下の納付情報が必

要になります。 

  １．収納機関番号 

  ２．納付番号 

  ３．確認番号 

 下記リンクの「照会・変更」→「納付情報照会」から

納付番号をクリックして納付情報詳細を確認し、お手

元に控えてから金融機関にお持ちください。 

http://www.denpa.soumu.go.jp/public2/list/i

ndex.html#self 

                                           

返送用封筒の郵送 

■免許状の送付を希望する場合は、 

①申請者の郵便番号 

②住所及び氏名を記載した返信用封筒 

③「問い合わせ番号」が分かるように記載（申請・届

出の送信完了時に表示された番号です） 

④返信用の郵便切手（80 円） 

を、本システムでの「申請・届出」をした後、すみやか

に返信用封筒を提出先（該当する総合通信局）に送

付してください。  

申請手数料の納付 

ゆうちょ銀行の ATM から申請手数料を納付しま

す。 

［1］ATM 画面の「料金払込（ペイジー）」ボタンを押してくださ

い。 

 

［2］払込書がない場合であれば「手入力」ボタンを押してくだ

さい。 
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［3-2］ATM で「手入力」ボタンを押した場合、払込書に記載さ

れている収納機関番号、お客さま番号（納付番号）、確認番

号を ATM 画面のご案内にそって入力してください。 

 

照会・変更メニューの照会・変更から・納付情報照会

を見てみましたら、納付済になっておりました。 

 

 

免許状が送られてきました 

無事に審査を終了して、免許状返信用封筒を事前

送付している場合には、免許状が郵送されてきます。 

同封されていた、文章の内容。 

                                  

無線局免許状を送付します 

 申請いただいた手続きが完了しましたので、アマチ

ュア無線局の無線局免許状を送付します。 

今回のお手続きは、これで完了です。 

 無線局免許状に記載されたお名前、ご住所などに

誤りがないか、ご確認をお願いします。 

 なお、移動する局には、許可を受けた無線機の台

数分の無線局免許証票を同封しますので、無線機に

貼ってください。 

免許証票の数字は、免許の有効期限の下１けたを表

しています。（７であれば、平成２７年まで有効を表し

ます。） 

以下略 

                                  

 

ハムフェア 2010 

アマチュア無線フェスティバル盛会に終了 

 

東京都江東区有明の東京ビッグサイト西 2 ホール

で､2010 アマチュア無線フェスティバル(ハムフェア 2

010)が盛大に開催されました｡ 

当日は猛暑のなか熱心なアマチュア無線家と関係

者などが両日で，のベ 31,000名(初日 20,000名､ 2

日目 1 1,000 名)が来場し,事故もなく無事終了し、

来場者はさまざまな展示や催事を楽しみました｡ 

なお､恒例のアイボール QSO パーティーも会場前のニ

ュートーキョーで開催され 180 名が出席して交歓を楽

しみました｡ 

出展者はクラブが 178，一般業と関係団体等が 29

団体でした。 

 今年で第 34 回目を迎えたハムフェアは､毎年この

時期に総務省ほかの後援により開催されていますが，

今年は｢アウトドアで楽しさ再発見!｣をキャッチフレー

ズに，世界の連盟の方々をゲストとして迎え，特にイ

ンドネシアからは多数のアマチュア無線家が来場し

て盛大に開催されました｡ 

 毎年大盛況のアマチュア無線関連機器の機器展

示､メーカーや販売店の即売，クラブコーナーの各種

展示･発表･不要品販売，特別記念局 8J1A の運用の

ほか､イベントコーナーでの，大変興味深く役立つ楽

しい講演，フォーラムなど多数も開催されました。 

 

新製品情報 
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KENWOOD 

 
 

HF/50MHz オールモードトランシーバー 

TS-590S 出力：100W 

希望小売価格：228,900 円（本体価格：218,000 円） 

技術基準適合証明取得機種 2010年10月発売予定 

TS-590D  出力：50W 

希望小売価格：228,900 円（本体価格：218,000 円） 

技術基準適合証明取得機種 2010年10月発売予定 

TS-590V  出力：HF10W/50MHz 20W 

希望小売価格：228,900 円（本体価格：218,000 円） 

技術基準適合証明取得機種 2010年10月発売予定 

主な特徴 

高いパフォーマンスを誇る受信

性能。驚愕の近接ダイナミック

レンジ特性。 

 

 

さまざまな機能を具現化する、

32bit 浮動小数点 DSP。 

AGC、デジタル IF フィルター、

検波、復調のような基本機能

だけでなく、ノイズリダクション、

IF ノッチなど多彩な機能を 新のアルゴリズムで実現。 

高品位な電波を発射する、高

信頼の送信部。 

受信性能だけでなく、送信性

能にもこだわりました。 

 

CW 運用をｻﾎﾟｰﾄする多彩な機

能｡ 

充実した CW 運用機能を搭載｡ 

 

 

優れた操作性、より快適な送受

信。 

ユーザーフレンドリーなマンマ

シン・インターフェース。コンテ

ストや DX ペディションなどでの

過酷な状況下においても確実な操作が可能です。 

その他の機能 

受信機能：受信イコライザー機能、ATT、プリアンプ、RF ゲイ

ン調整、AF ゲイン調整、SQL レベル設定  

FSK 機能：RTTY 運用基本設定（キーイング極性、シフト幅、

HI/LO トーン、リバースモード）  

FM 機能：送受信に対応した FM ワイド/ナロー切り替え、レピ

ーター運用サブトーン、FM シグナリング機能（CTCSS、クロス

トーン）  

DATA機能：SSB-DATA/FM-DATAモード独立、PSK31/AFSK運

用に対応した IF フィルター選択、DATA 変調/復調レベル

可変、DATA 変調ライン選択（ACC2/USB）、DATA VOX 機能  

アクセサリーコネクター：パケット運用に対応した ACC2 コネ

クター、リニアアンプコントロールに対応した REMOTE コネク

ター（真空管リニアアンプ制御用リレー内蔵、送信アタック

ディレイ設定可能）  

外部機器との接続：外部アンテナチューナー対応（AT-300

*） パケットクラスターチューン機能（TM-D710/TH-D72**接

続時）  

その他：非常連絡設定周波数呼出機能、外部アンテナチ

ューナー用 TX チューニング機能、パワーオンメッセージ

（電源投入時、 大 8 文字の任意の数字やアルファベット

を表示することができます。） 

COM 端子によるスプリットデータ転送機能、TL-933*リニアア

ンプコントロール機能、キー長押しタイミング変更機能  

ALINCO 

HF ALL MODE (SSB･CW･AM･FM) TRANSCEIVER 

DX-SR8J (100W タイプ) オープン価格 

DX-SR8M  (50W タイプ)  〃 

 

シンプルな HF 気をお探しのほうにお勧めします。  

・ＨＦ帯 1.9～29MHz アマチュア無線バンドを SSB/CW/AM/F

M モードで送受信。同じくオールモードで 135KHz～30MHz

を受信するレシーバー機能やデュアル VFO，３バンクｘ200c

h＝600ch の大容量メモリーは BCL やユティリティ受信にも

欠かせません。    

・フロントパネルセパレーション式のボディは 240(w)×94
(h)×255(d) mm 、約 4.1Kg とコンパクト。市販の吊り手や

モービルブラケットが使えるビス穴も付いて持ち運びに便

利、スピーカーとマイクコネクターはフロント側に搭載してい

るので延長ケーブルは EDS-17(5m)を装着するだけの手軽

さです。    

・A/B デュアル VFO，6 桁アルファヌメリック表示が可能な 60

0ch メモリー、ナローSSB/CW セラミックフィルター、オートキ

ーヤー&スピーチコンプレッサー搭載、もちろん EDX-2 オー

トチューナーにも対応します。    

・SSB/CW/FM 大 100w/AM40W(M バージョンは 50W/20W)の

出力は QRP モード搭載で 1W を含む 3 段階の切り替えがで

きます。オーディオ出力は 2W で優れた音質の聞きやすい

フロントパネルスピーカーと相まって受信が快適です。選

択度と受信感度も FB、もちろん CTCSS エンコード付きで 29

MHz FM レピーターにもアクセスできます。TCXO 採用で±1pp
m の周波数安定度なら画像・文字通信などでも QRH による

乱れがありません。    
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・VFO，メモリー、プライオリティスキャンと多彩なスキャンモ

ード。タイムモードでは設定した時間(1 秒~30 分)でスキャ

ン再開できるため、スケルチ解放でも動作します。アマチュ

ア無線ばかりでなく、HFDL（短波を使った航空機の位置情

報プロット）のようなデータ通信などのモニター時、メモリー

に登録した複数のチャンネルを自動巡回させるのに便利

です。    

・見やすく明るい大型液晶表示、RIT/TXIT､RF ゲイン調整、

リニアアンプ接続用ALC出力とリレー端子、ダイヤルロックと

キーロック、ノイズブランカー、TX-RX ランプ、オートパワー

オフ、スプリット QSO 機能、高 SWR 保護回路 etc 

ベーシックな HF 運用に欠かせない機能は網羅しているの

で 

◎ニューカマー  

◎移動サービス用のセカンドリグ  

◎「リタイアしてハムを再開したいが 近のリグは直感的に

使いづらそう」「ハム免許は持っているが大きなアンテナが

要る送信よりも手軽なアンテナで BCL を再開したい、でも通

信型受信機は高い物しか無いからなぁ」というカムバック・

ハム  

◎クラブ局、記念局運用やペディの場合、オペレーターが

頻繁に変わるので複雑な操作のリグでは使いにくいといっ

たニーズにマッチする、シンプル・リーズナブル・高性能な

HF トランシーバーです。    

周波数範囲 

1. 81000 ～ 1.91249MHz 

2. 3.50000 ～ 3.80499MHz 

3. 4.63000MHz  

4. 7.00000 ～ 7.19999MHz 

5. 10.10000 ～ 10.14999MHz 

6. 14.00000 ～ 14.34999MHz 

7. 18.06800 ～ 18.16799MHz 

8. 21.00000 ～ 21.44999MHz 

9. 24.89000 ～ 24.98999MHz 

10. 28.00000 ～ 29.69999MHz 

(受信専用：0.1350 ～ 29.99999MHz)  

電波型式：J3E(LSB,USB),A1A(CW) A3E(AM),F3E(FM)  

アンテナインピーダンス（出力端子）：50Ω/M 型  

電源電圧/外部端子：DC 13.8V±15%  

接地方式：マイナス接地  

消費電流/送信 大：約 20A （M バージョン 約１５A）  

消費電流/受信 大：約 1.1A  

周波数安定度：±1PPM 以内(-10℃～+50℃)  

寸法（突起物除く） W×H×D:240W×94H×255Dmm  

重 量：約 4.1kｇ  

送信出力 HIGH SSB,CW,FM:100W/10W/ 約 1W ( M

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 50W/10W/ 約 1W ) 

AM:40W/4W/ 約 0.4W ( M ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 20W/4W/ 約 0.4W)

変調方式 SSB:平衡変調､AM:低電力変調､FM: ﾘｱｸﾀﾝｽ

変調  

大周波数偏移:±2.5kHz  

不要輻射強度:-50dB 以下 (10MHz ﾊﾞﾝﾄﾞ-45dB 以下)  

ﾏｲｸﾛﾌｫﾝ ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ:300Ω  

受信方式:ﾀﾞﾌﾞﾙｽｰﾊﾟｰﾍﾃﾛﾀﾞｲﾝ､ﾄﾘﾌﾟﾙｽｰﾊﾟｰﾍﾃﾛﾀﾞｲﾝ(F

M)  

中間周波数:1st:71.75MHz / 2nd:455kHz  

受信感度 SSB,CW (S/N 10dB):0.135 ～ 1.8MHz 0dBu

V(1uV)､1.8MHz ～ 30MHz -12dBuV(0.25uV) 

AM (1kHz 30%MOd SN10dB):0.135 ~ 1.8MHz 20dBuV

(10uV)､1.8MHz ～ 30MHz 6dBuV(2uV) 

FM (3.5kHz dEV SINAD 12dB):28 ~ 30MHz -6dBuV(0.

25uV) 

ｽﾌﾟﾘｱｽ妨害比:70dB 以上  

低周波出力(10%歪):2W 以上(8Ω負荷)  

RIT 可変範囲：±1.2KHz  

 

私の休日 

奥深いアマ無線半世紀 

 子供の頃から機械いじりが好きで、鉱石ラジオや真 

空管アンプを自作していた。中学3年でアマチュア無

線の「電話級」 （現在の第 4 級）の資格を取ると、深

夜に友人らと無線で交わす雑談に夢中になった。以

来、アマ無線歴は

半 世 紀 近 く に 及

ぶ。 

「趣味は続けること

で知識が蓄積され、

深みが出る」が持

論で、就職と同時

にアマ無線とオー

ディオを続けると決

めた。 

30 代後半に難関

の 1 級資格を取

得。 

自宅庭の小屋を改

造した 4 畳半の無

線室で、電波が飛

びやすい早朝や深夜に欧米やアルゼンチン、南極

など、世界の未知の人々と交信を重ねた。「有線と違

い、どこにつながるかが分からないのが醍醐味」とい

う。 

 地球の裏側まで電波が届くのは、電波が上空に広

がる電離層と地表の間で反射を繰り返すからだ。だ

が電離層は太陽活動の影響で刻々と変化するため、

季節や天候を見極めながらノイズ（雑音）を抑えて安

定的に交信するのは難しい｡仕事では技術畑が長く､

機材調整はお手の物とはいえ､奥深い世界に｢深く掘

り下げて研究し､工夫することは仕事にも通じる｣と感

じる｡ 

 今は週末､単身赴任先の大阪から愛知県の自宅に

戻り､交信を楽しむ｡ドラム演奏や家庭菜園など趣味

は多彩だが､長く続けたアマ無線は別格だ｡｢暇にな

ったら宇宙工学を勉強し(中継に人工衛星を使った

衛星通信にも挑戦したい｣と､探求心は尽きない｡ 

 

 

自宅の無線室には 新鋭の機材が

並ぶ（愛知県内の自宅で） ニッケ社

長 佐藤光由さん 62 


