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JARDのビデオ出演をきっかけに、アマチュア無線の免許
を取った女優、まつもこと松田百香。ID-51で開局して、
コールサイン「JI1NYO」でアマチュア無線、活動中！

JARD がスプリアスを測定して、新規格
に適合している無線機は、
「スプリアス
確認保証可能機器リスト」に掲載され
ている。まずは確認から！
写真／池田旬也

cont.23 古い無線機が使えなくなるって本当 !?
「ラジオライフのクラブ局『JJ1
YQF』の古い無線機が、使えな
くなるかもしれない…」
S 氏…、それは寿命ってやつ
じゃないですか？ 形あるもの
はいつかって、言うじゃないで
すか。悲しいですが、これは無
線機たちとのお別れの合図…。
「故障しているわけじゃないん
だ。どの無線機も調子いい！」
え？ じゃあ、なんで使えな
くなっちゃうんですか？
「バンド外に不要な電波を撒き
散らす、スプリアス規制に引っ
かかるらしい」
スプリアス規制って一体何？
分からないことがあったら、JA
RD（日本アマチュア無線振興協

今回、スプリアス確認保証について教
えていただいた、JARD の保証事業セン
ター長・近藤さん
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月 1 日以降は使えなくなります」
今から 12 年前。S 氏、どうで
すか？
「YQF の無線機は全部で 19 台あ
って、半分くらいは 15 年以上前
2005年11月より前の
のやつだよ。先輩から受け継い
無線機が使えなくなる
だ無線機だから…」
近藤さん、
「JJ1YQF」の古い無
思い出いっぱいの無線機が、
線機たち、ほんとに使えなくな
壊れていないのに使えなくなっ
っちゃうんですか !?
ちゃうなんて。何とかならない
「 2022 年の 11 月 30 日までは、免
んですか？
許を受けていればどの無線機も
「なんとかなります。スプリア
今まで通りに使えますよ。でも、 スの強度を測定して、この無線
無線機の中には次の日から使え
機は新基準に適合していると、
なくなってしまう機種が出てき
総務省に伝えればいいんです」
ます」
スプリアスを測定って…、や
） り方も分からないし、測定器も
私のもも機（アイコム「ID-51」
は、どうなりますか？
持ってないです（泣）。
「松田さんの ID-51 は、最近の無
JARDのスプリアス確認保証を
線機だから心配いりません。20
受ければ大丈夫！
05 年 12 月 1 日以降の基準で認証
を受けた無線機は、総務省が定
そこで助けてくれるのが JARD
さん。古い無線機、1,000 機種以
めたスプリアス対策がなされて
上のスプリアスを測定。974 機
いるので大丈夫なんです。それ
種は新基準に適合していること
よりも前に認証を受けた無線機
が分かったそうです。その機種
は、スプリアスの新基準への適
は JARD さんの Web サイトに掲載
合が確認できないと、2022 年 12
会）さんに聞いちゃおう、とい
うことで、保証事業センターの
近藤さんの元へ、お話をうかが
いに行きました。

松田百香（まつだももか）…「JI1NYO」第四級アマチュア無線技士。1 月 25 日生まれ、水瓶座の O 型、富山県出身。
お笑いの吉本興業に所属する女優。テレビ、舞台と幅広く活動中。Twitter アカウントは @matsuda̲momoka

されています。
「リストに出ている無線機は、
スプリアス確認保証を受ければ
継続して使えます」
S 氏が必死になって探してい
ます…。YQF の無線機はすべて
リストに入っていたそうです。
「リストに掲載された無線機は、
個人でスプリアスを測定しなく
ても、JARD のスプリアス確認保
証が受けられるからです」
スプリアス確認保証は、JARD
さんがスプリアスの測定を行い、
この無線機は 2005 年 11 月 30 日
より前に認証を受けた機種です
が、新しいスプリアス規格に対
応しています と、総務省に証
明してくれるサービス。これを
受ければ、2022 年 12 月 1 日以降
も、古い無線機が使えるんです。
勘違いしやすいのが、自分が
使っている無線機がリストに掲
載されているからといって、何
もせずに再免許の申請をすると、
新たに送られてくる無線局免許
状の備考欄に、新スプリアス基
準に合致することの確認がとれ
ていない無線設備の使用は、平
成 34 年 11 月 30 日までに限る と
書かれ、無線局免許の有効期間
中であっても、2022 年 12 月 1 日

JARD では個別にスプリアス測定をする「電波測定サービス」を実施（有料）。自
作機・外国機・古い真空管機を使い続けたい人は、利用してみては！

以降は古い無線機は使えなくな
るってこと。リストに掲載され
ている無線機を使い続けるため
には、JARD さんのスプリアス確
認保証を受ける必要があります。
スプリアス確認保証は 1 度受け
てしまえば、免許（再免許）が
継続する限りずっと有効です。
「スプリアス確認保証料は、1
台分を含む基本料が 2,500 円にな
っています。これに 1 台増える
ごとに、1,000 円の手数料をいた
だいております」
古い無線機を 10 台持っている
人は 1 万円以上になりますね。
JARL 会員は 2 台分（ 2,000 円）の
減額サービスが受けられますが、
思わぬ出費に違いはありません。
YQF のように、古い無線機がい
っぱいあるような人は、これを
機会に 1 度、無線機を整理して

みてはどうでしょうか。2022 年
12 月 1 日以降、使わない無線機
はスプリアス確認保証を受けず
に引退です。リストに入ってい
る無線機を使いたくなったら、
新たにJARDの基本保証を受けて
増設の申請をすればいいんです。
また、次の再免許申請の際に、
スプリアス確認保証を受けよう
と考えている人も多いと思いま
すが、同時には行えません。再
免許の前に時間的余裕をもって
手続きを済ませておく必要があ
ります。
さぁ、あなたの目の前にある
無線機は大丈夫ですか？
20
22 年 11 月 30 日 で も う 使 え な い
とならないように確認して、使
い続けたい無線機はJARDのスプ
リアス確認保証を早めに受けて
下さいね♪

おまけショット！

2017 年 11 月 26 日に東京・秋葉原で開催された「ア
マチュア無線フェスタ 2017 JARD in 秋葉原」に
参加しました。まつもは、HAMtte エリアでのア
イボールと午後の司会、それとプレゼント抽選
会を担当！ 500 人を超えるお客さんに来場して
いただき、大盛況でした。楽しかった〜！

日本アマチュア無線振興協会では、
「JARD 測定器室の開放」サービスを水曜日と木曜日に実施している（13 〜 15 時／
16 〜 18 時）。JARD の測定器を 2 時間、2,160 円で使用できる。☎ 03-3910-7241
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