
写真公募企画「趣味×写真」

コロナ禍の中のユーザー調査で、写真という趣味に支えられ
たという声をたくさんお聞きしました。
「写真は最高の趣味」という声に深く共感し感謝をする一方、
写真ばかりではなく「趣味」の有り難みがそこにあるのだと
受け止めました。
「趣味」への最大限のリスペクトを込めて、写真公募企画
「趣味×写真」をスタートします。
「趣味」と「写真」の融和をテーマに、CIPA Websiteに掲載
している写真の多くを、写真ファンの皆様の写真へと置き換
えて行くプロジェクトです。
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2022年10月3日、情報を追加しました。 クリックしてジャンプ。

https://www.cipa.jp/documents/j/hobbyxphoto.pdf#page=12


✔ 第１弾は、アマチュア無線

今回に限って、企画の雰囲気・空気感を知っていただくため、
私たちからのお声掛けの形を採り、しかも、「QSLカード」を
ご紹介することとしました。
「QSLカード」は、アマチュア無線家同士が交信の証に交わす
交信証明カード。いまやそのほとんどを写真カードが占めます。

ギャラリーの休館、マンスリーでフォトコンテストを実施した
専門媒体の休刊が相次ぐ中、先の調査では「写真を見てもらい
たい」という切実な声が幾つも寄せられました。SNSで物足り
ない何かが、そこにはあるのでしょう。
解の一つとしてQSLカードをご紹介します。
アマチュア無線と写真、そこには完ぺきな融和があります。
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✔ JH1JDI 上岡沙織さん

子供の頃は「ラジオ」に強く惹きつけられたという科学少女。
海外短波放送の受信に夢中になり、語学を専門的に学び多言
語を操る道、そして、アマチュア無線へとつながった。
ご紹介したQSLカードは、ラオス・ビエンチャンで撮影した
もの。放送局が発行するベリカード（受信証明カード）の醸
し出す雰囲気を目指した。

NHK東京放送局のJOAK、ラジオ・タイランドのHSK9など
は、アマチュア無線局と全く同じ概念の「コールサイン」で、
ベリカードはアマチュア無線局のQSLカードに相当する。ベ
リカードは、国・地域の代表的な建築物、観光地などである
場合が多い。
コンパクトデジタルカメラで撮ったものが多いという上岡さ
んのQSLカードは、こうした被写体を選択しているばかりか、
精緻な切り取りに驚かされる。
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✔ JH1JDI 上岡沙織さん つづき

上岡さんは、アマチュア無線界では有名人。モールス信号
（CW）、それも、欧文より格段に符号の多い和文モールス
を自在に、美しく使いこなし、いまや伝道師のような存在
だからだ。
「遠距離通信において、CWは音声より遥かに有利。私のよ
うにアパマン環境で大きなアンテナを建てられない場合で
も楽しめます。特に和文CWは、一対一できちんと相手に向
き合って、深いコミュニケーションが出来ることが魅力。
会話に噛み応えがあるんです。適度な緊張感が、リモート
ワークの疲れを癒し、リフレッシュさせてくれます」。

スマホで気軽に、では得られない、デジタルカメラによる
撮影の没入感、気持ち良さに匹敵しそうだ。
没頭の時を捉えたQSLカードをご紹介したい。
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✔ JP3AYQ 眞田真由美さん

ダイビングにアマチュア無線に写真。
「趣味」×「趣味」×「写真」を地で行く
アクティブなアマチュア無線家だ。
ここではユーモラスな表情が映えるマンタ
のQSLカードをご紹介したが、同じ日の別
カットは、撮影地・石垣島のフォトコンテ
ストで入賞を果たしている。
水中写真は、水中ハウジングに入れた一眼
レフで撮影。アオウミガメのQSＬカードは、
広角系レンズで至近距離まで寄ってものに
した1枚だ。
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✔ JP3AYQ 眞田真由美さん つづき

眞田さんはともかく活動的。アマチュア無線もふり幅の
目いっぱいまで楽しんでいる。

例えば、ISS（国際宇宙ステーション）からの画像受信。
ISSは、SSTV（Slow Scan TV）と呼ばれる、帯域の狭い
電波でも効率よく静止画像を伝送できる電波型式を使っ
て送信する。アマチュア無線の静止画伝送として代表的
なSSTVは、「写メ」やデジタルカメラより遥か昔、
1950年代に生まれ、半世紀を優に超える歴史がある。

例えば、移動運用。
自宅以外にも奈良の茶畑を望む共同の無線小屋で運用し
たり、海外へも遠征に出掛ける。
奈良の無線小屋はドローンによる空撮をWebsiteに公開、

コロナ禍の前にはサイパンから運用、写真に捉えた。
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✔ JF1UOX 相馬美佐江さん

アマチュア無線は、アンテナで決まる。
写真にとってレンズが絶大な影響を持つように…。
相馬さんはおしどりアマチュア無線家で、神奈川
県・三浦半島の自宅にアンテナのタワーを建てて、
理想的ともいえる運用体制を実現した。
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✔ JF1UOX 相馬美佐江さん つづき

移動運用を行うアマチュア無線家は多く、暖かい季節に
は、関東・関西の山という山の頂に、ものかげに、アマ
チュア無線家は生息する。
アマチュア無線のコンテストは、誰か選者がいるという
わけではなく、決められた時間内にどれだけの局と交信
できるか、どこと交信できるかを競う、シンプルで、ど
こまでもフェアなもの。自宅に理想的な設備を整えても、
四方八方の山からのチャレンジには決して油断できない。
相馬さんは、「コンテストが大好き。非日常の、体中が
熱くなる感覚がたまらない」と言う。

優しく見守る夫・JF1UOW局はドローン操縦の名手。ア
ンテナタワーをはじめとする壮観な空撮映像はYouTube
で見ることが出来る。
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✔ 8J1RL

8J1RLは南極昭和基地のアマチュア無線局。JARL（一般社
団法人日本アマチュア無線連盟:会長 高尾義則氏）が開設
している局を、南極地域観測隊がその運用をサポートする。
ポーズを決めたかのようなチャーミングなペンギンが映え
るQSLカード。この写真は、当時の隊員が撮影したものだ。

アマチュア無線家は、世界でたった一人だけに付与された
コールサインを使って電波を送信する。
CQ…それは、アマチュアを象徴する、特別な言葉。
アマチュア無線家が、世界中のどなたでも、どうぞお声を
掛けてください、という意味を込める世界共通の言葉。
交信相手が決まって、電波の上で、お空の上で、交信が始
まる。
どこから送信しているのか、相手の電波がクリアに届いて
いるというレポート等は定番、最初の交信から、私は写真
も趣味なんです、先日移動運用に出掛けた山は風景が素晴
らしく、写真ばっかり撮っていました、などなど、30分も
1時間も話の花が咲くことは珍しくない。
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✔ 8J1RL つづき

そしてアマチュア無線家は、一期一会、交信の証を残す約束を取り交わす。
QSLカードを交換しませんか？と

JARLは、QSLカードの転送サービスを行っており、アマチュア無線家は、お互
いの住所にQSLカードを郵送するのではなく、JARLにまとめて郵送すれば良い。
JARLが仕分けして転送してくれる仕組みが出来上がっており、KING OF 
HOBBY、アマチュア無線の誇るQSLカードというカルチャーを支える。

JARLは、2022年1月29日、東京・板橋の植村冒険館にアマチュア無線局
「8J1NAOMI」を開局、記念局のデモンストレーションを行った。
冒険家・植村直己氏は、単独行の冒険にアマチュア無線機を携えた。史上最も偉
大なアマチュア無線家の一人と言うことも出来る。
冒険館で流れる映像からは、過酷な状況下で「無線機にかじりつき」の描写が聞
かれる。
氏はエベレスト日本人初登頂での撮影など卓越した写真の実績でも知られるが、
単独行では、特別仕様の一眼レフにリモコン・シャッターを取り付け、セルフタ
イマーで撮影した。セルフタイマーとは思えない躍動的な写真も残されている。
偉大な冒険家は、元祖「自撮り」の人でもあった。
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✔ JQ1ZTR

海老名市立柏ケ谷中学校技術部無線班
が発行するQSLカード。

▶「CP+2022 CIPAデジタルカメラマーケット・セミナー」の中で
詳しくご紹介しています。こちらをご覧ください。

「趣味×写真」は、2022年春、第2弾を公募企画として実施予定です。
どうぞご期待ください。
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https://www.youtube.com/watch?v=21NL93u7HcY


✔ もっと、もう少しだけ、「アマチュア無線×写真」 。

「アマチュア無線×写真」にたくさんの反響をいただきました。
Yahoo！ニュースのほか、JARL（一般社団法人日本アマチュア無線連盟）
のメールニュースやJARD（一般財団法人日本アマチュア無線振興協会）の
HAMtte（今回ご紹介します）Websiteで取り上げていただけたことは大変
ありがたく、2つの世界がぐっと歩み寄った瞬間でした。
ほかにもアマチュア無線関係では、老舗の紙媒体CQ ham radio、随一の
ネット媒体hamlife.jpにご紹介いただけました。
https://www.hamlife.jp/2022/03/03/cipa-presentation/

アマチュア無線界の熱い視線が「カメラ」「写真」に注がれた今こそと捉え、
そして、写真ファンの皆さまに写真のお披露目機会としてご紹介したQSL
カードに留まらない「×Ham（かけるハム）」の楽しさを感じていただく
ために、少しだけ話題を加えました。

12

https://www.hamlife.jp/2022/03/03/cipa-presentation/


✔ 写真ファンがアマチュア無線家になるメリット

QSLカード以外にも…

1.「× Ham」で撮影地の生きた情報を収集できる。

国内遠距離通信に手軽な選択肢が加わった。
1ｍ程の小型のアンテナで済むものの近距離向き
だった UHF帯でデジタル通信のリピーター
（中継局）網が発達、簡便な設備で遥か遠く県
をまたぐ交信ができるようになった。

撮影旅行の前に自宅に居ながらにして、現地入り
してからも、情報収集が可能。地元の人しか知ら
ない穴場の情報を引き出せるかもしれない。
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▲平野（大阪）リピーターから浜町
（東京）リピーターへ



✔ 写真ファンがアマチュア無線家になるメリット

2.「× Ham」は風景写真・山岳写真と相性抜群。
Hamは高いところに上りがち。標高が上がれば電波はよく飛ぶ。
それは多くの場合景勝地であり、撮影の楽しみと相まってモチベーションが倍増。
風景・山岳写真と相性抜群、移動運用の
代表的取り組みに以下がある。

SOTA （ソータ）… SはSummitのS。
世界規模のプロジェクトで、登山側、
都会などにいて登山側と交信する側、
どちらも楽しめるアワード（表彰）
制度を運営している。
登山する側は、運用する山頂の標高
に応じてポイントを得るが、環境に
少しのダメージを与えてもいけない
という厳格なルールがある。

▲川内徹日本支部長。「メンバーはもちろん写真が
大好き。山頂で撮って自慢のQSLカードに仕上げて
いる。山ガールブームで女性メンバーも増えて来た」
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✔ 写真ファンがアマチュア無線家になるメリット

3.「× Ham」は非常時のバックアップ。
携帯の繋がらない僻地でもアマチュア無線の電波なら届くという例は 少なくない。

4.「× Ham」は機材の転用可。
アンテナの設営、無線機のスタンドにカメラ用
三脚を使うのは 定番中の定番。ポータブルAC
電源などもカメラ機材の充電に役立てられる。

ただ、何より、「× Ham」の最大のメリットは、かなりの割合で存在する写真ファン兼
Hamと二重の同好の士として、空の上で会話が弾むこと、がっちり波長の合う者同士が
心ゆくまで（課金なし！）語り合えることにある。
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▲移動用アンテナ。カメラ用三脚ネジで設置



✔ 「× Ham （かけるハム）」への道

Hamになるには免許が必要だが、ハードルは
高くない。経験者は、やる気になるかどうか
だけ、と口を揃える。
国家試験だけでなく手軽に短期の講習会でも
取得できる。
講習会を主催するJARDは受講者の交流サイ
ト「HAMtte」（ハムって）、「ビギナーズ
セミナー」や「初心者向け交信教室」などで
合格後のフォローも行っている。
同団体があるのは東京・巣鴨。「ハムフェア
などの専門イベントは欠かせないが、関心の
なかった層にこの趣味の楽しさに気付いても
らうことが同じ位に重要。それには、公衆の
面前や地元巣鴨では年配の方向けに、実際に
アマチュア無線局の運用を見てもらうことな
ど企画したい」（伊藤管理部長）。 16

▲世代を超えて、一念発起した者が集う学び舎
（JARDビギナーズセミナー）



✔ 「世代を越えてコミュニケーション」
2022年8月20日（土）・21日（日）、東京ビッグ サイト
で「アマチュア無線フェスティバル（ハム フェア）」

（主催：JARL 一般社団法人日本アマチュア無線連盟）
が 3年ぶりに開催、テーマは「CQCQアマチュア無線！
世代 を越えてコミュニケーション」。コロナ前の水準に
こそ及ばなかったが、2日間で3万5千人が来場した。

▲次世代の育成を掲げるJARL高尾義則会長が
全国高等学校アマチュア無線連盟のイベント
に登壇、生徒さんたちとコミュニケーション

海外からの▶
の来賓。海を
越えたコミュ
ニケーション
も復活

▲主催者企画「電子
工作教室」にタイ
の「科学少女」も
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✔ 「ハムフェア2022」 WAKAMONOお誘いフルコース

▲女性Hamがやさしく（メーカーブース）▲少しだけ年上の先輩局が「WAKAMONO
相談コーナー」へ誘う

▲先輩局の勧奨の切り札は自ら撮影した
「写真」QSLカード

◀憧れのBigアンテナ（会場内に
設置した体験局に接続）を見学。
見学の後はプリンター内蔵カメ
ラで個別記念撮影も

元南極隊員が熱く▶

「King of Hobby」と信じて止まない。
だから、圧倒的なチームプレー、全員野球。
コロナ禍にあってJARL会員は2年連続増加。
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高難度の上級、第2級アマチュア無線技士に昨年、
小学3年生で合格した吉田侑大くん。すごい！

CIPA「2020～2022年科学少年・科学少女の見た風景」。クリックしてジャンプ。

Ham人口拡大の取り組みはさまざまな形で結実し始めている。
… それでは、「写真」の世界は …

✔ 「結実し始めた趣味人口拡大の取り組み

全国高等学校アマチュア無線連盟は会議棟で高校
コンテスト表彰式を開催。写真は、中学チームな
がら健闘した海老名市立柏ケ谷中学校の生徒さん

https://www.cipa.jp/documents/j/hobbyxphoto2.pdf#page=1

