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　2015年1月10日深夜の午前2時過ぎ，LAN航空843
便はチリのイースター島に予定より4時間遅れで到
着しました．日本時間の8日午後，大阪空港を出発
してから約50時間．丸々2日間の長旅でした．
　日本からイースター島へはタヒチ経由が近いので
すが，便数の関係でタヒチに数泊しなければなりま
せん．タヒチでも運用するのなら別ですが，私たち
はイースター島に集中したかったので，成田から米
国ダラス，そしてチリの首都サンチアゴ経由のルー
トを選びました．
　「爺さんのお遊び」との冷たい目線にもめげず，毎
年1月にDXバケーションと称して関西のハム仲間と
海外運用に出かけています．今年は10日〜16日，チ
リ領のイースター島（図1）から，XR0YJのコールサ
インで運用しました．メンバーは，筆者とXYL

（JH3PBL），私と同じ池田市民アマチュア無線クラ
ブ 員 で，A1-Clubの メ ン バ ー で も あ るJH3LSS

（JA1CJA） 宮川さん，JI3DNN 島武さん，それに
JA3ARJ 大串さん，JA3IVU 北井さんの6人．平均
年齢72歳の高齢者集団でした．
　モアイ像で有名なイースター島を訪れることは，
若いころからの長年の夢でした．ここ数年，イース
ター島は絶えず候補にあがっては消えていました
が，「これ以上，歳を食っては行けなくなる」と決断
して，実現にこぎつけました．

　最近イースター島で運用したXR0YG，XR0YYな
どのチームは，いずれも高級（？）ホテルからでし
た．私たちもXR0YGの一員だったG7VJRや，過去

にイースター島から運用したJA各局に問い合わせ
て情報を集めましたところ，日本人の川口聖明さん
が日本人のバックパッカー向けのドミトリー「Hare 
Kapone（写真1）」を運営されているのを知りました．
連絡を取った結果，4人部屋が二つあるドミトリー
を貸し切りにしてもらえることになったので，拠点
をここに決めました．
　後でわかったのですが，本誌の連載「無線機持っ
て世界へGO ！」の執筆者であるJJ2NYT 中西剛さ
んが，2008年に家族でイースター島の観光と無線を
楽しまれたときに，ホテルを下見して中西さんにア
ドバイスした方が川口さんでした．
　Hare Kaponeは，島の中心地ハンガロア村にあ
り，歩いて行ける範囲にスーパーマーケットがいく
つもあって，果物や野菜を売る朝市（写真2）も出て
います．いつも料理を担当してくださる大串さん
と，補佐（？）の筆者のXYLが買い出しに出かけ，
そば，おにぎり，味噌汁など日本食のメニューも味

わえたため，心置きなく運用することができまし
た．私も数度，朝市に付き合いましたが，XYLは
買い物する店を決めており，店のおばさんはXYL
の顔を見るとハグをして喜ぶのには，思わず笑って
しまいました．
　ちなみに，Hare Kaponeは現地の言葉で「日本人
の家」という意味だそうです．

　アマチュア無線に関して，日本とチリの間には特
に協定はありません．しかし，私たちのライセンス
取得について，チリの連盟RCCH（Radio Club de 
Chille）が実にフレンドリーにバックアップしてくれ
ました．
　中西さんの助言に従って，3月末に連盟会長の
CE3PG Dr.Galdino Besomiあてに，私たちの計画の
概略についてメールを送ったところ，「Welcome to 
Chile. Your plan is perfectly possible」との返事を
もらい，計画は実際に動き始めました．
　ほどなく連盟SecretariaのCE2MT Marisa Tobel
laさんから「あなたのメールが会長から転送されて
きた．申請書とパスポートのコピーなど書類のスキ

ャン画像をメールで送ってほしい」とのメールが届
きました．メールには全員が単一コールで運用する
Special callについても方法，条件，希望コールなど
が書かれており，XR0YJを希望しました．
　6月末に全員分の書類をメールに添付してMarisa
さんに送ったところ，9月初めにはCE0Y/Home 
callでオン・エアできるReciprocal licenseのコピー
が送られてきました．同時に，XR0YJのSpecial 
callも連盟宛に発給された旨の連絡がありました．
これで連盟の会員としてXR0YJの単一コールで運用
できることになりました．出発前には，Reciprocal 
licenseの原本とXR0YJのLicense，そして会長名に
よるXR0YJの運用を認める「Letter of Authorizat
ion」が航空便で届きました．

　島への到着が10日の午前2時だったため，この日
はひとまず．朝9時過ぎから14〜50MHz用HEX-5

（写真3）の建設を始めました．北井さんや宮川さん
は何度も海外運用で使っているため，手慣れたもの
です．1時間ほどで組み上がってしまいました．次
いで，21MHz用デルタループ，7MHz用ダイポール
などがつぎつぎとセッティングされていきます．
　この間，正午前に筆者が21MHzをワッチして，
CWでCQを出していたHA3NUをコールして，1641 
UTCに初交信が成立しました．本格的に運用が始
まったのは18時UTC前からでした．この時間帯は
日本では未明にあたるため，本格的に日本の局との
交信が始まったのは，日本が夜明けを迎える21時
UTC（06時JST）ごろからでした（写真4）．JSTで7〜
14時が現地時間の17〜24時にあたりますが，各バン
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図1　イースター島の位置
写真1　宿泊したHare kapone

写真2　果物や野菜を売る朝市

写真3　14〜50MHz用のビーム・アンテナ HEX-5
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ドとも頻繁にオープンしていたように思います．ノ
イズはそれほどでもありませんでした．
　結果は，いつもながらのバケーションらしい数字
です（表1）．島の位置と局数から見て，やむを得な
いのですが，北米とJAで全体のQSO数の84％を占
めています．ヨーロッパ方面からは不満の残る結果
だったかもしれません．意外だったのはBYが3局に
とどまっていること．また，アフリカとはEA8（カ
ナリア諸島）との交信だけに終わりました．バンド
別では，18MHzと21MHzが好調で，時折28MHzが
大オープンするなど，読みにくいコンディションで
もありました．
　敷地内は予想外に樹木が多く，ローバンドのアン
テナ設営には苦労しました．宮川さんと島武さんが
隣家の顔色を見ながら越境して何とか設営したもの
の，局数は不本意な結果に終わりました．しかし，
帰国後，アメリカのハムから「PayPalの支払い額を
一桁多めに間違って入力したんじゃないか」と思え
るドネーションがあり問い合わせた結果，「イース
ター島とは過去に4回，160mに挑戦したが失敗し
た．今回初めて交信できた．今後も太平洋の島から

のQRVを期待している」とのうれしい返信をもらい
ました．
　また，今回の運用で特筆すべきなのは，RTTYと
PSK，JT65を合わせたデジタルモードの交信が700
局を超え，全体の約20％を占めたことでしょう．こ
れまでデジタルモードはほとんどオマケ程度の運用
だったので，ひたすらデジタルモードに絞って運用
した北井さんに脱帽です．

　イースター島滞在中には，島唯一の常駐局である
CE0YHO Joseさん（写真5）から声をかけられるハプ
ニングがありました．宿から歩いて行けるところに
あるモアイのサンセットを見に出かけた北井さん，
島武さん，宮川さんの3人が，XR0YJのコールサイ
ンを刺しゅうしている帽子をかぶっていたためでし
た．持っていたトランシーバで，Hare Kaponeにい
た筆者とも交信することができました．
　Joseさんとは，出発前からメールで情報交換をし
ていて，会えることを願っていました．結局，私は
直接アイボールする機会がなかったのですが，3人が
会えたうえ，私も「交信」できたのでラッキーでした．

　長年の夢だったモアイの島ですから，もちろん観
光に出かけました．Hare Kaponeの川口さんのガイ
ドで，13日に全員が終日モアイ観光に，14日早朝に
はサンライズ観光に出かけました．そのほか，暇を
見つけては，歩いて行ける範囲にあるモアイを見物
に出かけました．事前に写真で見ていたとはいえ，
実物のモアイ像は言葉では表せないほどの迫力のあ

る存在でした（写真6）．
　モアイは先祖を祭った部族の象徴として，競争で
建てられた祭神と言われています．15体のモアイが
立つアフ・トンガリキは，日本のクレーン・メーカ
ー「タダノ」が1991〜93年に修復したことで知られ
ており，チリの人たちが親日的である理由の一つに
もなっているようです．

　イースター島からの帰途，サンティアゴに2泊し
たのは，観光の目的もありましたが，免許でたいへ
んお世話になったチリの連盟RCCH（Radio Club de 
Chille）の本部を表敬訪問することでした．会長の
Dr.Galdino Besomiと実務で全面協力してくれた
SecretariaのMarisaさんに会えなかったのは残念で
したが，DirectorのCE3RCG CoyaさんとCE3PBT
　Patricioさんが歓迎してくれました．
　RCCHの本部事務所は私たちの泊まったホテルか
ら徒歩で30分ほどのビルの中にあり，番地を追いな
がら上を眺めて歩いていたところアンテナを発見
し，無事にたどり着くことができました．
　連盟本部は想像していたよりも広くて，Coya（写

真7）さんが事務室，メインの無線室（CE3AA），非
常通信用の無線室

（CE3ER）， 役 員
会議室，ミーティ
ング・ルームなど
を案内してくれま
した．1階と2階を
結 ぶ 階 段 の 壁 に
は， 創 立 さ れ た
1922年からの歴代
の会長の写真が飾
られていました．
　実は，帰途のサ
ンティアゴ空港で
もハプニングがあ
りました．イミグ
レーションで並ん
でいた私たちに，
CE3CT Roberto

さんが声をかけてきたのです．奥さんと一緒に2週
間のバケーションを楽しむためマイアミに向かうと
のことでした．待合室でHAMLOGを確認したら，
彼とは過去に5回QSOしていたことがわかり，つた
ない英語でしばし歓談しました．

　今回のDXバケーションは，体力的にたいへん厳
しいものでした．しかし，得た感動も大きなもので
した．毎年「今年が最後かも」と言いながら続けてき
たDXバケーション，楽しさと同時に，年々悪くな
っていくハムの運用マナーをイヤと言うほど体験す
ると「もうやめようかな」との思いも強くなっていま
す．来年のことはわかりませんが，今年もお付き合
いいただいた仲間と居酒屋でじっくり話し合ってみ
たいと思います．コールいただいた皆さん，ありがと
うございました．
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表1　バンド・モード別交信実績

写真4　メインの設備
オペレータはJH3LSS 宮川さん

写真5　島の常駐局CE0YHO Joseさん（中）とJI3DNN 島武さん（左），
JA3IVU 北井さん（右）

写真6　モアイ像の前で

写真7　RCCHを訪問
左からJH3PBL，JH3LSS，CE3RCG，JA3AVO，JI3DNN，JA3IVU，JA3ARJ
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QSL Information：XR0YJのQSLカードはJA3AVOまでお送りください．


