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通信訓練 

南海地震などに備え、アマ無線で 

 日赤県支部奉仕団員ら２２人参加 ／徳島 

 南海地震などの災害発生に備えようと、日本赤十

字社県支部（徳島市庄町３）は１５日、アマチュア無

線を使った通信訓練をした。同支部事務局と災害時

に対策本部が設置される県内市町村庁舎との間で、

アマチュア無線を使った緊急時の通信を確立するの

が狙い。 

 県支部所属のアマチュア無線奉仕団（西内一雄委

員長）の団員ら２２人が参加。事務局と県内の１７市

町村庁舎周辺の間で交信し、中継ポイントや周波数

の選定を行った。 

 同奉仕団は０４年８月、旧上那賀町、木沢村が台風

１０号の被害を受けた際、現地に入り、孤立地区との

通信確保など救援活動をした。今回の訓練はその体

験を踏まえたもので、訓練結果に基づいてアマチュ

ア無線通信マップを作成し、非常時に備える。 

 

番号持ち運び」スタート 

利用にはサービス内容の吟味必要 

「番号持ち運び制度」が始まり、にぎわう携帯電話コ

ーナー（東京・千代田区のヨドバシカメラマルチメディ

アＡｋｉｂａで） 携帯電話会社を変えても今の電話番

号が使える「番号持ち運び制度」が２４日スタートし、

各社の顧客争奪戦の火ぶたが切られた。ソフトバンク

モバイルが通話とメールの月額定額制の導入に踏み

切ったことで、今後は料金競争も過熱しそうだ。ただ、

ソフトバンクの定額制は通話時間帯などに制約もあり、

持ち運び制度を利用する際には、各社のサービス内

容をじっくり吟味する必要がある。 

■端末は“無料” 

 ソフトバンクの新料金プランは、月額９６００円の基

本料を払えば、同社の端末同士なら通話とメールが

原則無料だ。今月２６日から来年１月１５日までのキャ

ンペーン中に契約すれば、基本料は２８８０円にな

る。 

 月額定額制を利用できるのは、２４か月の割賦制度

で携帯電話を購入した場合だけ。しかし、割賦制度

を使えば、毎月の請求代金分をソフトバンクが補てん

するため、電話機は事実上、無料になる。 

 携帯電話各社が販売店側に払う奨励金によって「１

円」などで販売している携帯電話もある。ソフトバンク

モバイルの端末の実際の価格は４、５万円が中心だ。

一部の高額な端末を除き、２年以上継続して持つ限

り“ただ”だが、２年未満で解約すると残額を利用者が

全額負担することになるから注意が必要だ。 

 午後９時～午前１時の時間帯で通話時間が月合計

２００分を超えると、３０秒ごとに２１円の追加料金がか

かる。他社の携帯電話へかけると、他社からソフトバ

ンクの携帯にかけるより割高になる場合もある。 

 一方、ＮＴＴドコモやＫＤＤＩは、定額制の代わりに

様々な割引プランを用意する。両社とも、１か月の無

料通話時間のうち、利用しなかった分を翌月に繰り

越せるほか、契約年数や家族での利用などに応じて

基本料金を割り引いている。 

■他社も追随？ 

 ソフトバンクが仕掛けた価格競争に「他社も追随す

る可能性が高い」（いちよし経済研究所の納博司主

席研究員）とみられている。 

 ＮＴＴドコモは今のところ、「ソフトバンクの定額制導

入による影響を見定めて対応したい」（平田正之副社

長）と慎重だが、ＫＤＤＩの小野寺正社長は「価格競

争には価格競争で対抗するしかない」と強調し、対抗

値下げの検討を始めた。法人向けには、１１月から定

額制を導入することを決めている。 

 総務省の調査によると、各国主要都市の携帯電話

料金（２００６年３月末時点）は、月約４時間利用する

場合、東京の５９００円に対し、ニューヨークは４０００

円、ストックホルムとソウルは４３００円と割安だ。定額

制が広がれば、こうした内外の価格差の是正も期待

される。 

月額定額制「一石投じた」 ソフトバンク・孫社長 

 ソフトバンクの孫正義社長は２４日、新聞社のインタ

ビューに応じた。一問一答は次の通り。 
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 ☆月額定額制を検討し始めたのはいつか。 

 「２年ほど前、日本の携帯電話は世界一高いかもし

れないという意見広告を出した時。携帯事業に参入

するなら一石を投じるつもりだった」 

☆月額定額制プランは、夜間の通話時間などに制約

もある。 

 「一般的な利用者の月平均発信時間は１００分なの

で、月２００分の話し放題は破格の大盤振る舞いだ。

２００分という制限を用心のために設けたが、ネットワ

ークの能力が大丈夫なら、もっと増やすかもしれない

し、完全に制限を取り払う選択肢もある。また、割賦

代金は、基本料から値引きするので利用者の実質負

担はゼロだ」 

☆月額定額制の導入で収益面に懸念が出ている。 

 「どのくらい利用者が増えるのか、やってみないと分

からない。利用状況を毎日、日報でチェックする。財

務上のリスクは極端に上がるわけではない。１月１５

日でキャンペーンを締め切るのも、財務リスクも考慮

したためだ」 

☆新料金プランは業界の流れを変えるか。 

 「ＮＴＴドコモやＫＤＤＩは、携帯電話事業でもうけす

ぎているのではないか。我々は、借金の元本と金利

を返済できれば、あとはお客様に還元したい」 

 

折り畳みアンテナ、実験に成功 

 

宇宙空間で開い

た実験用の折り

畳み式アンテナ

の衛星画像＝宇

宙航空研究開発

機構提供 

 

 

 宇宙航空研究開発機構は１６日、欧州のアリアンロ

ケットで１４日に打ち上げた、同機構の実験用折り畳

み式アンテナが、宇宙空間で開いたことを、搭載カメ

ラの画像で確認したと発表した。 

 このアンテナは、１２月に打ち上げる「技術試験衛

星８型」（ＥＴＳ８）に搭載する大型アンテナの８分の１

の大きさ。実験は、大型アンテナの展開技術の評価

のために行われた。 

 アンテナは、７本の“傘”が小さく折り畳まれた状態

で打ち上げられ、バネなどの力で約５０分かけて開い

た。個々の傘は、金属線で編んだ六角形ネットが張

られている。完全に展開すると、縦横がそれぞれ約６

メートルの大きさになる。 

 ＥＴＳ８は、大型アンテナを使い、高品質な音声や

画像の伝送、携帯電話の通信環境の向上に関する

実証実験を行う。 

 

すばる望遠鏡運用停止 

すばる望遠鏡への地震の影響について 

 ハワイ時間 10 月 15 日午前 7 時過ぎに、ハワイ島

北西部沖でマグニチュード 6.7 の地震が発生しまし

た。同島東部のヒロ市では、ハワイ観測所ヒロオフィス

をはじめ、道路や家屋などへの被害はほとんどない

状況です。一方、震源地に近いマウナケア山頂にあ

る各国の天文台においては、施設に影響が出ている

模様です。 

 ハワイ観測所では地震の直後より、すばる望遠鏡の

被害状況の調査を実施してきました。目視検査により、

望遠鏡本体や主鏡に外見上の損傷はなく、望遠鏡を

格納するドーム施設にも大きな損害は見られないこと

が確認されています。 

 しかし、昨日までの点検の結果、現在の状態で観

測を実施した場合、望遠鏡の駆動精度が十分に達

成できないことが判明しました。 このような状況のた

め、少なくとも 10 月末までは望遠鏡の通常運用を取

りやめ、駆動部分の詳細な調査および修復作業を実

施することになりました。望遠鏡の正常動作後は、各

観測装置を望遠鏡に搭載しシステム全体の調整を行

い、確認のとれた機能から運用を再開する予定で

す。 

 望遠鏡の点検調整に伴い、10 月中のすばる望遠

鏡一般見学も中止させていただくことになりました。

見学を予定されていた方にはたいへんご迷惑をおか

けいたしますが、ご理解をよろしくお願い申し上げま

す。  

 最後になりましたが、今回の地震に際して多くの方

からご心配をいただき、どうもありがとうございました。 

国立天文台ハワイ観測所長 林 正彦  

 

スバル望遠鏡とは？ 

 すばる望遠鏡は、標高 4,200m のハワイ島マウナケ

ア山頂にある大型光学赤外線望遠鏡です。光を集め

る鏡の有効口径 8.2m という大きさばかりでなく、画期

的な観測性能を達成するために数々の新しい技術

革新で装われた、新世代の望遠鏡です。前人未到

の高い鏡面精度を維持する能動光学をはじめ、空気

の乱れを押さえる新型ドーム、４つの焦点それぞれに

備えられた独自の観測装置やそれらを効果的に用い

るための自動交換システムなどがあります。ファースト

ライトと引き続く調整により、こうしたすばるの高度な

機能が、めざましく活動を始めています。  

すばる望遠鏡の集光力と解像力 

 望遠鏡の役割は、まず何よりも、多くの光を集めるこ

とにあります。すばる望遠鏡は、単一鏡としては世界

最大の口径 8.2m をもち、天体からの微弱な光をも集

めます。また、集めた光からシャープな天体のイメー

ジを得ることも、望遠鏡の大事な能力です。すばる望

遠鏡には、高い解像度を実現するためのさまざまな

工夫が施されており、解像力の高さは、世界の大型

望遠鏡の中でも特に高く評価されています。この性
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能は、望遠鏡を設置す

る場所を慎重に選び、

最新の技術を駆使する

ことによって実現されま

した。 

 世界一大きく、滑らか

に磨かれた鏡は、0.014

ミクロンという誤差の鏡

面精度でコンピュータ

制御されています。また、

風通しの良い新型ドームによって、空気の乱れを少

なくし、星像の乱れを抑えることにも成功しています。

頑丈な望遠鏡構造とリニアモーター駆動によって、超

高精度の天体追尾が実現されました。そのほかにも、

観測装置の自動交換システムなど、多くの工夫が観

測能率の向上のために施されています。 

すばる」という名前の由来 

 「すばる」は、プレア

デス星団（左の写真）

の和名です。遠く奈良、

平安の時代から親しま

れてきた星のやまと言

葉であり、「すまる」（集

まる、統べるの意）から

転じたとされています。

望遠鏡の建設が始まった 1991 年に名前の公募を行

い、全国から集まった 3,350 通の中から「すばる」が選

ばれました。世界に開かれ、多くの天文学者が集まる

研究施設としてふさわしい名称です。 

●主反射鏡（一枚鏡） 

有効口径 ： 8.2ｍ 

厚さ ： 20ｃｍ 

重さ ： 22.8 トン 

材質 ： ULE ガラス（超

低熱膨張ガラス） 

研磨精度 ： 平均誤差

0.014 ミクロン 

焦点距離 ： 15ｍ 

●望遠鏡本体 

形式 ： 経緯台式反射

望遠鏡 

焦点 ： ４箇所 

主焦点 （F 比 2.0 補正

光学系含む） 

カセグレン焦点 （F 比 

12.2） 

二つのナスミス焦点（F

比 12.6） 

高さ ： 22.2ｍ 

最大幅 ： 27.2ｍ 

重さ ： 全回転部分 555

トン 

最大駆動速度 ： 0.5 度

角/秒 

天体の追尾誤差 ： 0.1

秒角以下 

観測可能仰角範囲 ： 

10～89.5 度 

総合星像分解能 ： 0.2

秒角 

補正光学なし、2.15 ミク

ロン） 

  

●ドーム 

標 高： 4139ｍ 

緯 度： 北緯19 度 49 分

43 秒 

経 度： 西経 155 度 28

分 50 秒 

形式 ： 楕円柱型自動

風制御方式 

特徴 ： 円筒形，望遠

鏡と一体回転 

高さ ： 43ｍ 

回転レール直径 ： 40

ｍ 

重さ ： 回転部分（ドー

ム上部）2000 トン 

外壁 ： アルミニウム板

張り 

 

すばる望遠鏡 4 つの焦点  

 すばる望遠鏡は、主焦点、カセグレン焦点、そして

２つのナスミス焦点という、４つの焦点を持っています。

主焦点は主鏡（回転放物面）に垂直に入射した平行

光線が像を結ぶところで、視野を広くとれるのが特徴

です。カセグレン焦点は主焦点の直前に副鏡（回転

双曲面）を置いて、主鏡の中心部に開けた穴を通し

て像を結ばせるもので、比較的複雑な装置でも取り

付けることができます。ナスミス焦点はカセグレン焦点

の直前に斜鏡を置き、光軸を高度軸や赤緯軸と一致

させて像を結ばせるもので、装置の姿勢が変化しな

いので重さやサイズの大きい装置も据え付けることが

できます。 

 

近赤外線分光撮像装置 IRCS(Infrared Camera and 

Spectrograph)  

 波面補償光学装置を生かした高い解像力と感度に



 2006 年 11 月 01 日 発行 第 05 号   通刊 242 号  毎月 1 日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                        Page４ 

よる撮像観測や、20,000 分の 1 の波長差を識別でき

る分光観測を行う、すばる望遠鏡の基本装置です。

ハワイ大学との共同研究によって開発・製作されまし

た。左は IRCS の撮像光学系。IRCS は、すばる望遠

鏡のカセグレン焦点に装着されます。 

コロナグラフ撮像装置 CIAO(Coronagraphic Imager 

with Adaptive Optics)  

 CIAO は、明るい天体のすぐ近くにある暗い天体の

画像を撮影するのが得意な装置で、太陽系外の惑

星の発見に威力を発揮します。中央の円柱状の真空

容器のなかで光学系や検出器を冷却して使用します。

CIAO はすばる望遠鏡のカセグレン焦点に装着され

ます。  

冷却中間赤外線分光撮像装置 COMICS(Cooled 

Mid Infrared Camera and Spectrometer)  

 この装置は波長 10 マイクロメートルと 20 マイクロメ

ートルの中間赤外線で観測を行います。惑星系の形

成過程や系外銀河の大規模な星形成現象、また星

間空間の固体成分であるダストの形成過程を調べる

ことができます。COMICS は、すばる望遠鏡のカセ

グレン焦点に装着されます。  

微 光 天 体 分 光 撮 像 装 置  FOCAS(Faint Object 

Camera and Spectrograph)  

 可視光で高い感度の観測を行う基本装置です。視

野内の 100 個の天体のスペクトルを同時に撮影でき

る機能を使用することにより、宇宙の果て近くにある

銀河までの距離を効率よく調べることができます。

FOCAS は、すばる望遠鏡のカセグレン焦点に装着

されます。  

主焦点カメラ Suprime-Cam(Subaru Prime Focus 

Camera)  

 月の直径と同じ 30 分角という視野を一度に撮影す

ることで、銀河の誕生・進化や宇宙構造の研究、太陽

系外縁部の小天体(エッジワース・カイパーベルト天

体)の探索に威力を発揮する装置です。すばる望遠

鏡の主焦点に装着されます。4096×2048 画素という

大きな CCD を 10 個もすき間なく並べることで、全体

で 8,000 万画素のデジタルカメラとして働きます。

Suprime-Cam は、東京大学（大学院理学系研究科、

宇宙線研究所）と国立天文台のグループが共同で開

発した装置です。  

高分散分光器 HDS(High Dispersion Spectrograpgh)  

 HDS は、可視光で 10 万分の 1 の波長差を識別でき

る装置です。古い星の元素組成を調べて宇宙におけ

る元素の進化を研究したり、クエーサーの吸収線を

調べて銀河間ガスの組成や物理状態を調べる研究

に用いられます。重さが６トンもあり、すばる望遠鏡の

ナスミス焦点の片方 (可視光) に常設されています。  

波面補償光学装置 AO(Adaptive Optics)  

 すばる望遠鏡はドーム内の大気のゆらぎを押さえる

ことにより、0.2 秒角という高い解像力を実現しました。

しかし、これでもまだ解像力は大気のゆらぎによって

決まってしまいます。大気のゆらぎを実時間で補正

することにより、波面補償光学装置は主鏡の直径に

よって決まる解像力(回折限界)を実現する装置であり、

この装置を使用すれば 0.06 秒角という、ハッブル宇

宙望遠鏡に匹敵する解像力が得られます。AO は、

すばる望遠鏡のカセグレン焦点に装着されます。 

 

無線通信が不通 

北朝鮮は南北艦艇間の無線通信に応答せよ 

 南北軍当局の合意で運営されている西海（ソヘ）上

での海軍艦艇間の交信がまた不通となった。北朝鮮

警備艇１隻が今月１４日午後韓国艦艇の警告にもか

かわらず、西海上の北方限界線（ＮＬＬ）を越え韓国

領海を０．７マイル侵犯、警告射撃を受けて北朝鮮側

に戻った。  

 韓国海軍艦艇は北朝鮮警備艇がＮＬＬを越える直

前に１回、越えた後に３回、計４回にわたって南北共

通の周波数を利用して警告したが、北朝鮮側は１回

も応答しなかった。  

 南北将官級会談の最大の合意事項である西海上

での無線通信は、南北艦艇間の通信テストを経て今

年６月１５日から運営されてきた。しかし、なぜか北朝

鮮はその後韓国艦艇の呼び出しに応答する時より、

応答しない時が多かった。今年６月３０日北朝鮮の漁

船がＮＬＬを越え韓国領海を０．３マイル侵犯した時も

韓国艦艇が３回も呼び出したが、北朝鮮側からは何

の応答もなかった。  

 政府は西海上での無線通信の稼動を軍事的緊張

を緩和する実質的措置だと高く評価し、南北信頼構

築の決定的なきっかけになるものと期待した。こうした

期待のために、非武装地帯の宣伝物の撤去にも快く

合意したのだ。当時、韓国軍当局は「北朝鮮側が南

に向けて建てた縦看板と韓国軍が北に向けて建てた

電光板を一緒に取り扱うことはできない」という立場だ

ったが、信頼構築のため大きく譲歩したのだ。  

 しかし、２回の西海交戦から学んだ教訓から偶発的

武力衝突だけは避けるべきと判断、このような目的で

なされた合意がいざ現場では紙切れとなってしまっ

たたわけだ。  

 政府は北朝鮮がなぜこのような態度を取るのか、そ

の理由を明確に把握し対策を講じなければならない。

一部の軍関係者は、違法操業している中国漁船を取

り締まる過程で偶発的にＮＬＬを越えた可能性を指摘

する。しかし、もしそのような理由でＮＬＬを侵犯したな

ら、むしろ北朝鮮側が先に連絡をして了解を求める

べきではないか。  

 また、北朝鮮の古い通信機器を指摘する見方もあ

るが、６月１４日の通信テストの成功はどう説明すれば

いいのだろうか。  
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