
 2010 年 07 月 01 日 発行 第 01 号   通刊 286 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page１ 

 

 

 
 

新年度についてのお知らせ 

新年度の季節がやってきました。 

当会の会計年度は毎年 7 月初日に始まり翌年の 6

月末日に終わりますので、各支部事務局は新年度を

迎えるにあたり、以下の各手続きをとられるようお願い

致します。 

①本部会費の納付手続きをお願いします。 

年会費は 1 局 1,600 円になっております。 

ご入金には、同封の郵便振替用紙をご利用下さい。

なお、振込み手数料は恐れ入りますがご負担下さ

い。 

②住所等の変更があった方はご連絡をください。 

全国 84 愛好会の振替口座に、現金により年会費

を払い込む方法、 

口座番号は０１１５０－９－０２６２６１ 

※ゆうちょ口座をお持ちでない場合 

ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で、払込用

紙に年会費 1,600 円を添えて送金する。 

*窓口扱い払込金額 3 万円未満＝120 円が掛かり

ます。 

ATM（現金自動預払機）で、年会費 1,600 円を送金

する。 

*ATM 扱い払込金額 3 万円未満＝80 円が掛かりま

す。 

※ゆうちょ口座をお持の場合 

ATM（現金自動預払機）で、年会費 1,600 円を送金

する。 

* ATM 扱い＝無料  

 

ＪＡＲＬ尾張名古屋総会 

ＪＡＲＬ尾張名古屋総会 第６号、第７号議案 否

決！ 

去る５月３０日に愛知県名古屋市の名古屋市公会

堂で開催された「ＪＡＲＬ尾張名古屋総会」 

２３時近くまで議事が伸びた、過去にない紛糾した

総会だったそうです。 

 

JARL 総会 始まって以来の初めての「否決」 

その中で今回注目の２つの議案・・ 

第６号議案「ＪＡＲＬの法人格へ変更について」→ 投

票方式により「否決」 

賛成票（場内賛成票＋委任状数）が、会員数の３

／４超えにならず否決。 

約款改定に必要な票数の１７，２６８票中で１２，９５

１票が必要なところ、賛成票：１１，０７４票しかなく否

決。 

なお、反対票：６，１７８票、その他１６票 

第７号議案「終身会員の扱いについて」→ 挙手方

式で、「賛成数」が「反対数」を超えられず「否決」 

 賛成：１５１人、反対：１６０人、その他３１人 

ＪＡＲＬ総会では、挙手による「賛成、反対」の票数

には、『委任状数はカウントされない』とのこと。 

なお、第６号議案および第７号議案については、

今回ご承認いただけませんでしたので、当日のご意

見等を含め、今後理事会で再検討し、あらためてお

諮りする予定としております。(JARL WEB) 
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※参考※ 

第６号議案「社団法人日本アマチュア無線連盟の定

款、規則及び選挙規程の全面改正並びに一般社団

法人日本アマチュア無線連盟の社員選出のための

臨時社員選挙実施要領案」 

第７号議題「会費前納者の取扱いに関する特別決議

案」 

 

改定常用漢字 

鬱・彙…常用漢字表、新たに１９６字答申 

文化審議会（文部科学相の諮問機関、西原鈴子

会長）は７日、現行の常用漢字表から５字を削除し１９

６字を追加するなどした「改定常用漢字表」（２１３６

字）を答申した。 

一般での使用の目安になる常用漢字の見直しは２

９年ぶり。答申は漢字を「手書き」する重要性を認め

つつ、初めて「すべてを書ける必要はない」として、パ

ソコンなど情報機器の普及で登場する機会が増えた

難しい漢字も多く盛り込んだ。早ければ今年１１月に

も内閣告示される。 

 常用漢字は、学校現場では高校までにほぼ書け

るよう指導されている。新漢字に「鬱(うつ)」、語彙(ご

い)の「彙」など書くことが難しい字も含まれていること

を踏まえ、学校でどう指導するかは、教育行政に委

ねるとした。このため文部科学省は、どこまで書けるよ

うに指導するかや学年別の割りあてなどを検討する

専門家会議を設置することを決めた。 

 常用漢字表の見直しは、パソコンや携帯電話の

普及で「変換」が容易になったことなどを背景に２００

５年に始まり、書籍、新聞、インターネットでの出現頻

度や、複数の熟語で使えるかどうかを総合判断した。 

 答申は、「すべてを手書きできる必要はない」とし

たほか、年齢などに応じて難しい常用漢字にも振り仮

名を用いるよう促した。一方、手書きに関する項目を

設け、「漢字を手で書くことは日本の文化として極め

て大切」と重要性を強調した。 

 固有名詞にしか使用しない漢字は常用漢字に含

まないことが前提だが、今回の改定では例外的に

「茨」「岡」「埼」「栃」「阜」など県名に使う漢字を追加

した。 

新常用漢字の使用例 

曖昧 あいまい 

嫉妬 しっと 

妖艶 ようえん 

語彙 ごい 

付箋 ふせん 

軽蔑 けいべつ 

緻密 ちみつ 

翻弄 ほんろう 

太字が新しい漢字 

 

iPad を試す 

iPad はフォトストレージの代わりになり得るか？ 

品薄状態が続くアップル社の「iPad Wi-Fi 64GB」

を購入いたしました。自宅に届くまでに、本体が 3 週

間、Camera Connection Kit が 4 週間かかりました。

海外から船便で物を購入するぐらいの時間がかりま

すよ。 

 

購入の動機は、既売のフォトストレージとは値段的

に同額で、しかも液晶画面が４インチに対して、9.7 イ

ンチの高解像度 LED バックライト IPS ディスプレイを

使用。当然、画面は大きなほうが良いですよね。 

読み込めるファイル形式は、JPEG や RAW などす

べての標準的な写真フォーマットをサポートしており、

「SD カード」に保存されていた RAW ファイルは、「Ap

ple iPad Camera Connection Kit」を使用してなんら

問題なく取り込めました。 

しかし、多くの一眼カメラに使用されている「CF カ

ード」は読み取れる機材が対応しておりませんが、US

B 接続でカードリーダ/ライター（BUFFALO BSCRA5

5U2RD）を繋ぐと読み取ることが出来ました。 
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おまけに、Wi-Fi でのインターネット利用、ビデオ

再生、オーディオ再生が 長 10 時間と長時間の使

用が可能です。 

今のところ、読み込みスピードの遅さ以外には不満

が有りません。スピードも許容範囲ですが。。。 

画像データ（合計 543.5MB）で 2 分 52 秒だった。 

De jj3uxn 長澤 

EPSON Photo Fine Player P-7000 ６３，０５６円 

 

ハードディスク

容量：160GB  

液 晶 モ ニ タ ー

サイズ：4 インチ 

 

※フォトストレ

ージとは 

フォトストレージがあれば、どんどん撮れる！ 

まずは、「フォトストレージってなに？」と思われる方

も多いと思いますので、簡単にご説明します。フォトス

トレージとは、メモリーカードスロットとバッテリーを装

備した、携帯型のハードディスクドライブで、デジカメ

の画像を外出先でバックアップする装置です。  

 

IC タグに関する制度改正、 

総務省は 2010 年 5 月 24 日、UHF 帯 IC タグ（R
FID）に関する抜本的な制度改正を実施した。 

具体的な改正点は 

（1）IC タグに割り当てられた周波数帯である 950M-

956MHz が 950M-958MHz に拡張されたこと 

（2）場所の制限がなく読み書きができ、読み取り距

離の長い「中出力型」の IC タグ・システムの利用が可

能になったことである。 

 今回の制度改正の内容は、IC タグを既に使って

いる現場だけでなく、IC タグにメリットを感じず、導入

していなかった現場にもかなり大きなインパクトがある。

例えば「中出力型」は、場所の制限がなく読み書きが

でき、読み取り距離が 2メートルと長い。この特性を生

かせば山積みになった箱に貼ってある IC タグでも、

読み取り機をかざすだけで、一括で読み取れるとい

う。 

 これは、読み取り距離の短い低出力型のUHF帯I

C タグではできなかった。「どこに IC タグが貼ってある

か目で確認した上で、読み取り機を近づける必要が

あり、バーコードに勝るメリットが少ない」という。UHF帯

IC タグには、距離の長い高出力型もある。それを使

えば一括読み取りは可能だ。ただし距離が飛びすぎ

て、関係のない IC タグまで読んでしまう可能性がある。

さらにこれは工場内など登録した場所でしか使えな

い。新制度を生かせばこうした課題を解決できる。 

 中出力型を使えば、業務適用範囲も広がる。そ

の一例が物流業務だ。中出力型は場所の制限がな

いため、どこでも IC タグの読み書きができる。例えば

トラックの荷台の入り口に中出力型の読み取り機を設

置しておいて、荷物を積むだけで読み取りが完了す

る。その後、入荷場所にトラックが着き、荷物を下ろす

際にも読み取り、検品作業が簡素化できるといった可

能性がある。高出力型だと一括読み取りできる可能

性はあるが、読み取り機を別の場所で使うことができ

ない。 

 このほか、ビルのメンテナンス作業の簡素化にも

使える。例えばオフィスの天井にある空調設備の情

報を書き込んだ IC タグを設備に取り付けておき、2 メ

ートル飛ぶ中出力型を使って下から読み取るといっ

たものだ。天井は高いので、低出力型だと天井の IC

タグは距離が遠く読めない。高出力型だと読み取れ

るが、そのオフィスでしか読み取り機を使えない。中

出力型ならどのビルでも使えて、距離も長いので天

井まで届く。 

 今回の制度改正では、周波数も増える。これによ

り、読み取り装置であるリーダー/ライターと IC タグ間

の通信チャンネルが多く確保できる。チャンネルが多

ければ大量の IC タグを一括で読み取る際にも、通信

に使うチャンネルが競合する確率が低くなり読み取り

開始から終了までの時間短縮が見込める。中出力型

と合わせると、さらなる作業の高速化や効率化が期待

できる。周波数は 950M～958MHzだが、2MHz増やして

960MHz までとすることも検討されており、その場合は

さらに使い勝手が上がる。 

 中出力型によって使い勝手が大幅に向上すると

はいえ、IC タグは一時のブームと言える時期に比べ

ると注目が集まっているとはいえない、というのが一

般的な見方である。しかし、IC タグの導入コンサルタ

ントやシステム・インテグレータによると、着実に導入

事例を増やしているという。その一人は、「注目が集

まっていない理由は、関心が低いこともあるが、導入

効果が上がっているためにあまり公にしない事例が

多いからだ」と教えてくれた。 

 

小惑星探査機「はやぶさ」 

満身創痍(そうい)になりながらも、三つの危機を

乗り越え、地球に帰還した小惑星探査機「はやぶ

さ」。 

 月より遠い天体に着陸して戻るという快挙を可能に

したのは、一人旅を続ける「同志」を励まし続けた研

究者の粘りと日本の技術だった。 

◆通信途絶 

 はやぶさを待ちかまえていた 初の危機は２００５

年１１月、小惑星イトカワ離陸後に起きた。地上管制



 2010 年 07 月 01 日 発行 第 01 号   通刊 286 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page４ 

室で歓声がわく中、姿勢制御用の化学エンジンがま

さかの燃料漏れ。その反動で姿勢が乱れ、通信も途

絶。はやぶさは行方不明になった。 

 探査機にとって「姿勢」は生命線だ。太陽電池パネ

ルに日光が当たらないと、電力不足に陥る。アンテナ

が地球に向かなければ、交信できない。 

 管制室が雑音の中から、はやぶさの微弱な信号を

とらえたのは７週間後。回転していたはやぶさのアン

テナが、たまたま地球へ向いた時だった。「意地と忍

耐と神頼みの日々だった」と、宇宙航空研究開発機

構の川口淳一郎教授（５４）。しかし、交信は２０秒つ

ながると、次の３０秒は途切れる状態。そこで、２０秒

に収まるよう小刻みに指示を出し続けた。 

◆化学エンジン全滅 

 二つ目の危機は、イトカワ離陸後の燃料漏れで、推

進力の強い化学エンジン１２基が０５年１２月までにす

べて故障したことだ。長距離航行用のイオンエンジン

で代用した。馬力の弱いイオンエンジンは姿勢制御

には向かないが、推進剤のガスを加熱せず直接噴射

するという奇策で瞬発力を得た。 

 １平方メートル当たり１ミリ・グラムに満たないという太

陽光の圧力さえも利用した。風を受ける帆のように太

陽電池パネルで光圧を受け、機体を安定させた。「地

上から指令した以上の働きをしてくれた」。はやぶさ

は川口教授らにとって、もはや探査機以上の存在に

なっていた。 

 しかし当初予定した帰還軌道に乗り損ね、３年間の

遅れが生じた。その分、部品劣化も進んだ。通信途

絶時、ヒーターの切れた機体は零下５０度まで冷え切

った。復路は寿命との闘いだった。 

◆「イオン」も故障 

 そんな懸念がついに現実となる。０９年１１月、４基

中３基目のイオンエンジンが故障したのだ。三つ目の

危機に帰還は絶望視された。 

 そんな時、国中均・同機構教授（５０）が提案した。 

 「故障個所の違う２基をつなぎ合わせて、１基分にし

てみよう」 

 研究者の用心深さで、２基をつなぐ予備回路を仕

込んでいたのだ。しかし、試験はしていない。予期せ

ぬ副作用の恐れもある賭けだったが、成功した。 

◆イオンエンジン、日本の力証明 

 航行に不可欠な装置がほぼ全滅した状態でも帰還

できたのは、ＮＥＣが作ったイオンエンジンが八面六

臂(はちめんろっぴ)の活躍をしたお陰だ。 

 キセノンという物質にプラスの電気を帯びさせ、これ

を電気の力で加速し、高速噴射するイオンエンジン。

化学エンジンが高圧ガスを噴射するのに比べ、地上

で１円玉を持ち上げる程度の力しかない。それでも、

空気抵抗がない宇宙空間で長時間稼働すれば、加

速する力を得られる。 

 イオンエンジンの利点は、何と言っても効率の良さ。

化学エンジンは、噴射に必要なエネルギー源を燃料

という形ですべて地上から持って行かねばならない。

イオンエンジンは太陽電池パネルで電力が得られる

ため、キセノンの積載重量は化学エンジンの燃料の１

０分の１で同じ推進力を出せる。 

 イオンエンジンは過去にも探査機に使われたことが

あるが、トラブル続きで、はやぶさには日本の独自技

術が採用された。キセノンに電気を帯びさせる際、電

子レンジでおなじみのマイクロ波を使う。耐久性がぐ

んと向上し、７年間でのべ４万時間稼働した。 

 ＮＥＣは、世界初の事業化に向けて米企業と提携し、

来年度から３年間で２０億円の受注を見込む。イオン

エンジンは小型衛星の長期運用に使う「電気推進エ

ンジン」市場で新顔となるが、「はやぶさで圧倒的な

実績を示せたことで、世界 大の米国市場で占有率

６割以上を狙える」と、ＮＥＣ宇宙事業開発戦略室の

堀内康男さん（４５）。同社は今後、はやぶさに搭載し

たものより推進力を２０％増すなど、品質をさらに高め

る方針だ。 

 

 

Ｘ線で「はやぶさ」粒子見えず 
 宇宙航空研究開発機構は１８日、オーストラリアから

運んだ小惑星探査機「はやぶさ」のカプセルを、東京

都調布市の施設でエックス線検査した。 小で０・３ミ

リの物質を見極めるエックス線で、１ミリ間隔で輪切り

にして撮影した。その結果、正常に密閉されているこ

とが分かった。今回は内部に粒子らしきものは見つか

らず、イトカワの砂を採取できたかどうかはまだ分から

ないとしている。さらに詳細にエックス線検査する。 

 

 


