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ＪＡＲＬ６策

《３つの未来》 《３つの約束》

① アマチュア無線による社会貢献の推進 ① 暖かく血の通った人間味のある運営の実施
② 次世代の育成 ② ＪＡＲＬを次の世代につなぎます。
③ アマチュア無線の規制緩和に尽力 ③ ルールを守った連盟運営と可視化の実施

ＪＡＲＬ正常化タイムズ第１８号

令和四年ＪＡＲＬ通常選挙結果が出ました
４月１５日に投票が締め切られたＪＡＲ

Ｌ通常選挙の開票が１６日に実施され、即
日、公表されました。
選挙結果につきましては、下記ＵＲＬを

ご覧下さい。
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-3_

Kokuchi/2022/22senkyo-kekka.pdf
今回の選挙は、多くの区域で定員を超え

ることなく無投票となりまし
た。
選挙が行われたのは、

１ 地方本部区域毎の社員選
挙は、四国と北陸を除く８
つの区域

２ 支部区域毎の社員は、青
森県と山形県

３ 地方本部区域毎の理事の候補者は、中
国地方

で実施され、新たな理事候補者及び社員が
選出されました。
理事候補者については、６月下旬に実施

される社員総会において、現社員による認
否が行われ、正式に理事となります。
今回新たに当選した社員については、現

社員による社員総会の終了後、新社員とし
て就任することになり、社員総会参加は来
年からと言うことになります。
いずれにしても、今年の社員総会後は、

新しい理事、社員が新たな役員として今後
２年間のＪＡＲＬの運営を担うことになり
ます。
赤字問題、ＱＳＬビューローの現状、会

員の減少等多くの課題を抱えるＪＡＲＬに
とって、新役員の責任は大きく、存続の危
機を危ぶまれている現状を改善し、未来に
続くＪＡＲＬを作り上げるため、理事会や
社員総会で賛否を表明するだけではなくそ
れぞれの責務に真剣に取り組んで頂くこと
を切望致します。

課題解決に向けての議論の提案その後

去る１月２８日、正常化ＰＪのメンバーで

もある７Ｋ１ＢＩＢ山内社員、ＪＨ４ＰＨＷ

坂井社員並びにＪＪ１ＷＴＬ本林社員が、

① カード転送の安定化

② 法制度・バンドプラン改善対応

③ 財政健全化

の３点について、髙尾ＪＡＲＬ会長に対し議

論をして頂くよう提案書を送ったことは、正

常化タイムズ第１７号で既報致しました。

それに対して、髙尾会長からメール及び文

書でお返事を頂きました。

内容は、私たちの提案に対し謝辞を頂くと

ともに、私たちが指摘した課題について、し

っかり協議を行い、会員の皆様、アマチュア

無線の発展に向けて取り組んで行くので、今

後とも、ご協力の程、よろしくお願い致しま

す、とのことでした。

そこで、２月７日「今後、３つの課題につ

いてそれぞれ、①どのようなメンバーが、②

いつまでに結論を出すのかについて、しっか

りと協議をして頂きたく存じます。例えばで

すが、ちょうど、２月２６日・２７日の週末

に、ＪＡＲＬ第５９回理事会が予定されてい

るのでその場で協議されてはいかがでしょう

か。」との文書を送りましたが、残念ながら

実施された理事会においてこの件に関する議

論が行われた形跡はなく、その後出された理

事会報告にも全く触れられておりません。

この場を借りて再度髙尾会長にお願い致し

ますが、この３点は早急に解決しなければ、

ＪＡＲＬの存続を危うくする重大事であると

認識され、単なるリップサービスに終わるこ

となく、実のある議論を実施して頂くよう、

お願い申し上げます。
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令和３年度ＪＡＲＬ事業報告において
明らかになった問題点
令和４年４月８日作成の令和３年度事業

報告の一部が手に入り、早速、中身を見て
みました。
私達が入手したのは、会員数等の増減、

コンテスト実施状況アワード等の発行状況
ＱＳＬ・ＳＷＬカードの転送状況など数値
的なもので、年度の事業計画に基づく実施
状況等についての総括的な文言は入手でき
ませんでした。
ＪＡＲＬＷｅｂにもこれについては、５

月１２日現在、未だ公表されていません。
中でも気になったのは、エリア別会員数

で、令和２年度に比し会員増２８８名が記
され、５月８日のＪＡＲＬＷｅｂのトップ
ページにも赤見出しニュースで「２年連続
で増加」と報じられていました。（５月１
２日現在では、この赤見出しニュースは別
のものに差し替わっています。このニュー
スは、何処に行ったのか、見つけることが
出来ません。）
ところが、先頃、配布されたＪＡＲＬＮ

ｅｗｓ春号では、中程のカラーページに「
データで見るＪＡＲＬ会員」という特集が
組まれ、令和２年度の会員増が５７４名だ
ったと記されており、この令和３年度のデ
ータはこの特集には反映されていません。
これは、年度のデータが毎年３月７日に

締め切られ、ＪＡＲＬＮｅｗｓ春号は４月
１日に発行されるという時間的な理由によ
るものかもしれませんが、令和４年春号の
特集に１年前のデータが最新のものとして
掲載されるのは、少々、心許ない感じを受
けます。
ともかく、令和４年３月７日に締め切ら

れた会員数のデータを調べてみました。
会員の増加はコロナ禍の影響が大きいと

は言え大変結構なことですが、その中身を
見てみると驚くべき数字が見えてきます。
まず、確かに会員の増加(社団局を除く）

については、トータルでは２８８名の増加
が認められましたが、ＪＡＲＬ会員の中核
を成す正員については令和３年３月の５６
，８３７人から令和４年３月には５２，７
９４人と実に４，０４３人の減と言うこと
になっています。
これは、１年でこれだけ（右上に続く）

減ったと言うことではなく、私達が長年
に渉り要望してきた、選挙権を有する正員
数の把握を令和３年度まで実施してこなか
ったためであり、平成２５年３月に局免切
れ等の会員数調査以来、９年間に渡ってじ
わじわと減ってきたものです。
問題は、平均すると毎年４５０名ほどの

正員が減っているのに、この間の４回の選
挙において、この選挙権を失った人たちに
投票用紙が送られてきたと言うことです。
中には、御自身が准員に移行し、選挙権

がないことを自覚しないまま投票された方
も多数いらっしゃることでしょう。
理事候補者の選挙では、影響は限定的だ

と思いますが、数票の差で当落が決まる社
員選挙では、大きな影響が出ます。
大変な経費と労力を要する国勢調査でも

５年ごとに行われています。
ＪＡＲＬの規模の団体であれば、会費の

納入状況や総務省の局免許保有者のリスト
を２年ごとに実施される選挙の前に調査す
ることは、それほど難しいことではないと
思います。
会員数の正確な把握は、会員からの会費

収入に頼っている組織の運営、特に予算編
成を考える上で必要不可
欠なことであり、極力最
新のデータを整備してお
くことが必要だと思いま
す。
今回の会員数調査に関

する経費は、１００万円
程度だったと聞いていま
すが、会費の納入状況を

こまめにチェックする、総務省のホームペ
ージに公開されている局免許認可状況等の
データを整備しておくなど、工夫次第でそ
れほどの経費をかけなくても可能だと思い
ます。
数日前までＪＡＲＬＷｅｂに載っていた

「２年連続で増加」の記事は、この正員数
激減による批判をかわす狙いがあったので
はないでしょうか。
他にも、局免許が切れているのに、地方

本部や県支部でそのまま役員に名前を連ね
ている方もいらっしゃるでしょう。
現執行部におかれましては、是非、選挙

前（すなわち２年程度の間隔）の局免許保
有者数の調査をお願い致します。
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『ＲＴＴＹコンテストへの誘い』
このＪＡＲＬ正常化タイムズをご覧頂い

ている読者の皆様はベテランの方ばかりだ
と思いますので、入門的な内容は避けてち
ょっとマニアックなコンテストへの誘いを
記させていただきます。
殆どの皆様方は過去に何らかのコンテス

トに参加されたことがあると思いますが、
ＲＴＴＹコンテストに参加したことがある
方は少ないのではないでしょうか？
今日はＲＴＴＹコンテストの楽しさをお

伝えしたいと思います。
今更言うことでもありませんが、アマチ

ュア無線のコンテストは競技会でありなが
ら他の競技会では見られないような事があ
ります。それは参加資格に何の制限も無い
ことです。
つまり今日無線を始めたビギナーから連

戦錬磨の強豪と同じ土俵で勝負できるので
す。逆に言えば、それだけに私たちはオリ
ンピック級の参加者たちの足を引っ張るよ
うな事は避けなければなりません。
コンテストでの楽しみのひとつに「手短
な簡素なＱＳＯ」があると思います。私が
あまり電話のコンテストに参加しないのは
特に日本語は冗長であるからです。これが
ＲＴＴＹコンテストとなると皆さんパソコ
ン（ＰＣ）を使用して参加しますので当然
送信するメッセージは「マクロ」に登録し
た必要最小限の文言（コンテストナンバー
）しか送ってきません。しかも、当然の事
ながら送信スピードも一定です。このスピ
ーディなＱＳＯがＲＴＴＹコンテストの醍
醐味のひとつなのです。
多くのＤＸコンテストは自国内とのＱＳ

Ｏはポイントになりませんが、殆どのＲＴ
ＴＹコンテストではＤＸコンテストであっ
ても国内局同士のＱＳＯもポイントになり
ます。
（国内局とのＱＳＯは、バンドプランを

逸脱しないように注意が必要です。）
ＤＸ（特にＤＸＣＣ）を楽しんでおられ

るＤＸｅｒの皆さんは一度ＱＳＯできてし
まったエンティティとの局には興味が薄れ
いわゆる「雑魚」となってしまって見向き
もしなくなりますが、ＲＴＴＹに限らずコ
ンテストにおいてはたとえその「雑魚」で
あってもそのコンテストでの初めてのエン
ティティであれば、 （右上に続く）

それが「ニューマルチ」となって毎回感
激できるものです。
ＲＴＴＹはパワーも必要なのではと思

っておられる方も多いと思いますが、も
ちろんできるだけパワーがあるに超した
ことはありませんが、１００Ｗ以下のロ
ーパワー部門でも多くの局とＱＳＯでき
ます。
私はいつも５００Ｗ出力でハイパワー

部門に参加していますが私より多くのス
コアをたたき出しておられるローパワー
の局も多く見受けます。
設備的には現在であれば殆どの方はＰ

Ｃを接続して無線を楽しんでおられます
ので、敢えて設備を新しくすることも無
いと思います。
ＰＣにコンテストログソフトをインス

トールして、そのソフトがＲＴＴＹのモ
ードに対応できるようにするだけです。
（既にインストールされているかも知れ
ませんね。）

私は日本国内で多
く使用されている「
ＣｔｅｓｔＷｉｎ」
を使っています。こ
のアプリは、殆どの
世界中のＲＴＴＹコ
ンテストに対応して
います。
画面右上辺りにあ

るＲＴＴＹのクロス
パターンをクリックするとＭＭＴＴＹが
立ち上がりＲＴＴＹでのＱＳＯが可能に
なります。画面をクリックすることでコ
ールサインやコンテストナンバーをコン
テストログに書き込んでいけます。
ただ、画面上に開く「窓」が多くなる

のでＰＣのディスプレイは２台はあった
方が良いでしょう。
それではＲＴＴＹコンテストで多くの

方とお目にかかれることを楽しみにして
います。
最後にＲＴＴＹコンテストを楽しんで

いるメンバーが集まっているグループを
紹介します。「ＲＴＴＹコンテスト愛好
会（RTTY Contesters of Japan : RTTYCJ」と言いま
す。ＷｅｂーＳｉｔｅは左記ＵＲＬをご
参照下さい。http://rttycj.com/
（ＪＡＲＬ関西地方区域選出社員

ＪＡ３ＨＢＦ 田原 廣）

http://rttycj.com/
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お知らせコーナー
私達、ＪＡＲＬ正常化プロジェクトでは日々、新たな情

報発信及び会員の皆様からの御意見・御要望等拝聴のツー
ルとして下記の通りＳＮＳを活用しています。是非、御活
用下さい。
１ ブログのアドレス
https://jarl2020.wordpress.com
２ Twitterのアドレス
https://twitter.com/jarl20190623
御意見・御要望等があれば遠慮無くお申し出下さい。
建設的な御意見等につきましては、真摯に対応させて頂

きます。
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ＦＡＸモードの勧め（その１）
ＦＡＸと言えば、かつては業務用機(例え

ばPanaFAX3000)を改造するしか運用する方
法がありませんでした。
しかし、現在ではＰＣ１台さえあれば送

受信とも簡単に出来てしまいます。
「古くて新しい」ＦＡＸモードについて触
れていきたいと思います。
最近では実生活でもあまり使われなくな

ったＦＡＸですが、無線の世界では未だに
現役です。
そう言いますのも、主に航行中の船舶に

向けた短波放送が今現在でも行われている
のです。まずは必要な機材・免許を揃えま
しょう。
トランシーバ・ＰＣ・インターフェイス

があればＯＫです。
免許も一括申請コ

ードに入っている為
簡易な届け出だけで
運用出来ます。（既
にＦＴ８等を運用さ
れている方は改めての申請が要らなくなり
ました。）
機材や免許の準備が整ったら、必要な用

語等を確認しまずは受信にチャレンジしま
しょう。
回転数・・・原稿の送信スピード、気象

ＦＡＸは大体１２０回転で放送されていま
す。
ＩＯＣ（協働係数）・・・（右上に続く)

編 集 後 記
少し間隔が空きましたが、ＪＡＲＬ正常化タイムズ第１８号をお届け致します。
通常選挙が終わって１月ほどになりますが、引き続き理事候補者・社員に当選された方、

新たに当選された方々などには、今年の社員総会以降、ＪＡＲＬの運営に責任を負うことに
なります。
特に新たに、理事・社員に就任される方々には、是非、喫緊の課題である

① カード転送の安定化
② 法制度・バンドプラン改善対応
③ 財政健全化
について関心を持って頂き、どうあるべきかを真剣に考えて頂きたいと思います。
お陰様で、編集子も社員選挙に当選させて頂きました。
来年の社員総会には、新理事、新社員の皆様にお目にかかれることを楽しみにしておりま

す。

画像乱れを起きないようにする係数(走査
ピッチに関わる値)です。
ソフトはこの際、送信も出来るツールをイ

ンストールしておきましょう。
現在では、左記三種類がリリースされてい

ます。
・ＪＶＣｏｍｍ３２（シェア）
・ＭｕｌｔｉＰＳＫ（基本フリー、一部シ
ェア）

・ＦＬＤｉｇｉ（フリー）
ソフトをインストール・起動したら、「Ｆ

ＡＸ」モードに合わせます。
手っ取り早いのは、やはり気象庁（ＪＭＨ

）でしょうか、周波数をＵＳＢ／７７９３．
１ｋＨｚに合わせ、受信側を１２０回転／Ｉ
ＯＣ：５７６ににセットします。
暫くすると受信画像が見えて来ると思いま

す。
ＦＡＸの送信スピードは思ったより遅く、

良く受信対象にされるテストチャートは７分
その次に放送される気象衛星の写真送信でも
２０分掛かります。
昨今のＦＴ８やＦＴ４とは違い、随分のん

びりしたモードです。
受信中は他の事をして過ごすのが一番でし

ょう。
さて、受信が出来たら送信と行きたい所で

すが、続きはまた次回。
（ＪＩ１ＲＫＡ ＪＡＲＬ関東地域

選出社員当選 板橋直樹）


