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LoTW QSO Matching マニュアル rev 0.97 (2020/Aug/14) 
本マニュアルに表⽰されている IOTA ウェブサイト（http://www.iota-world.org/）の画⾯キャプチャーはブラウザの画
⾯を最⼤化した時のレイアウト例で、横幅が⼩さいと同じ表⽰にならない事、中央の写真はスライドショーなので異なる写真
になる事をご了承下さい。 

1) LoTW による QSO 照合とクレジット追加⽅法 
ログイン後、表⽰される画⾯のプルダウンリストから 「⾃分の IOTA」にカーソルを合わせるとプルダウンリストが表⽰されます。 
このプルダウンリストの中から「LoTW によるクレジットの追加」をクリックします。 

 
LoTW 照合により追加されたクレジットは QSL カード所持証明のためのチェックポイントへのカード送付は必要ありませんので、
極⼒この⽅法でクレジットを追加する事を推奨いたします。 

2) LoTW QSO 照合結果の取得 
表⽰される画⾯の「ユーザー名」、「パスワード」、「コールサイン」の欄に LoTW で登録したものを⼊⼒して下さい。 （注
意︓IOTA ウェブサイトのものや、TQSL にてログをアップロードする際のパスワードとも異なり、LoTW のユーザー登録時に
LoTW から送られて来たパスワードです。） 「コールサイン」の欄は、1 ユーザー名で異なる複数のコールサイン証明書を登
録している場合、照合したいコールサインを⼊⼒して下さい。 「交信」には照合したい周波数帯（デフォルトは HF）のボタ
ンを選択します。 次に、LoTW で QSO 照合が得られた期間を指定します。 「QSO 照合の開始⽇（照合したい最初の
QSO の⽇付︓デフォルトは 1 か⽉前）」、「QSO 照合の終了⽇（実⾏する⽇付︓デフォルトは当⽇）」に
「YYYY-MM-DD」の形式で⼊⼒して下さい。 初めて実⾏する場合は、「QSO 照合の開始⽇」を LoTW データの最初の
⽇付にして下さい。 QSO 照合の開始⽇と終了⽇を広範囲に取り、対象となる QSO 数が多い場合は照合に時間がかか
ります。 特定の相⼿ DX 局のみを検索する場合には「DX 局のコールサイン」にコールサインを、バンド・モードを指定して検
索する場合には「モード」・「バンド」に⼊⼒して下さい。 次に、QSO照合を⾏うに際しての注意を確認し、「サポートを受け
るための条件」のラジオボタンをチェックします。 ⼊⼒が終わったら「Retrieve QSOs from LoTW」のボタンをクリックしま
す。 照合結果は IOTA ウェブで表⽰されず、登録された電⼦メールアドレスに⼀時間程度で通知されます。 
（注︓2020 年 5 ⽉ 23 ⽇時点で、DXCC エンティティに 1 つの IOTA リファレンス番号しか存在しない運⽤に関してはほ
ぼ検索結果が得られますが、DXCC エンティティに複数のリファレンス番号が存在する運⽤に関しては、その運⽤期間と運⽤
した島名を⼿作業で確認するため、クレジット率が低い運⽤から順次追加されて⾏きますので、希望する全ての検索結果
が得られるまでには少し⽇時が必要になる事をご承知おき下さい。 適宜、照合結果の要求を⾏う事でクレジット追加が増
えて⾏くと思います。） 
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照合要求を実⾏すると、画⾯上部に「Your request will be processed in the next hour, you will receive an 
email after completion.」と表⽰されます。 ⼜、既に照合を実⾏し、IOTAウェブサーバで処理中の場合、画⾯上部に
「Please wait until your current request has been processed before submitting a new one.」と表⽰さ
れます。 
登録された電⼦メールアドレスにIOTA Ltd.から照合結果のメールが約1時間程度で届きます。 照合結果に応じて、以下
の様なメッセージになります。 
（注︓IOTAウェブサイトのユーザー登録に@jarl.comを使⽤されている場合、LoTW Matchesを実⾏した際に届く、
IOTA Ltd.からの照合結果メールが届かない事象が発⽣しています。 @jarl.com以外のメールアドレスに登録変更して
実施願います。） 
1) LoTWの「ユーザー名」・「パスワード」・「コールサイン」のいずれかが正しくない場合、 
Your LoTW log could not be checked for QSO matches, you have entered improper credentials, 
please try again! 
2) 照合⼀致がない場合、 
Your LoTW log has been checked for QSO matches. There are no new QSO matches. 
3) 照合⼀致があった場合、メッセージと共に⼀致結果リストがPDFで添付されます。 
Your LoTW log has been checked for QSO matches and xx QSOs have been added to your pending 
QSOs. 
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「Source」欄の「LoTW DXCC」は、DXCCエンティティに1つしかIOTAリファレンス番号がない場合のクレジットを意味し、
「LoTW IOTA」の場合は、DXCCエンティティに複数のIOTAリファレンス番号が存在し、そのいずれかに該当するクレジット
を意味します。 クレジットは⾃動的に追加⼜は既にQSLカードでクレジットを追加している場合には置き換えられます。 
追加されたクレジットを確認する時は、「⾃分のIOTA」のブルダウンリストの中の「未承認のQSO」のタブをクリックして申請
前のクレジットリストを表⽰して「出展元」の欄が “LoTW DXCC” ⼜は ”LoTW IOTA” となっています。 

3) LoTW による照合が可能なコールサインの⼀覧 
「⾃⾝のIOTA」にカーソルを合わせるとプルダウンリストが表⽰され、「承認された運⽤」のタブをクリックすると、現時点で
Club Log及びLoTWによるQSO 照合でクレジットが得られるIOTAリファレンス番号・運⽤した局のコールサイン・Club 
Logにアップロードされたログ名・LoTWでのコールサインの⼀覧表が1ページに20局ずつ表⽰されます。 調べたいコールサイ
ン⼜はIOTAリファレンス番号を検索窓に⼊⼒する事で調べられます。 

 
ただし、運⽤から30⽇を経過していない分、運⽤者がLoTW Matchingでの使⽤の不許可期間中の場合は掲載されて
いません。 ⼜、複数回に分けて実施された運⽤の内、過去分についてはLoTW Matchingでの使⽤を許可しているもの
の、最近の分についてLoTW Matchingでの使⽤を不許可としている場合、「Logname on LoTW」にはコールサインが
掲載されますが、LoTW Matchingの結果が得られない事もあります。 このリストは随時変更されますので、ご注意下さ
い。 

4) LoTW 照合に関する⽇本語マニュアル 
画⾯上部の「取説」のタグをクリックすると、LoTWによるQSO照合に関する⽇本語マニュアルが表⽰され、ダウンロードのアイ
コンをクリックして、保存が可能です。 
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5) エラーレポート（2020 年 6 ⽉ 3 ⽇時点） 
 Edgeブラウザを使⽤すると、⽇付⼊⼒の際に問題があり、正しく⼊⼒されません。 IE/Firefox等を代⽤下さい。 
 追加されたクレジットで間違ったものが⾒受けられます。 LoTWから引き取ったデータのフィルタリングが正しく⾏われて

いない模様です。 間違ったクレジットの追加がある場合、当⽅までお知らせ下さい。 システム管理者に報告しバグ修
正いたします。 間違ったクレジットはそのままで構いません。 システム側で修正いたします。 

 IOTAウェブサイトのユーザー登録に@jarl.comを使⽤されている場合、LoTW Matchesを実⾏した際に届く、IOTA 
Ltd.からの照合結果メールが届かない事象が発⽣しています。 @jarl.com以外のメールアドレスに登録変更して実
施願います。 

 
⽂責︓JA9IFF 中嶋 康久 
お問い合わせ︓ja9iff [at] ba2.so-net.ne.jp まで 


