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レピータが停波しています 

落雷にてレピータ器材が被害を受けたため、修理が

完了するまでの当分の間、ＪＰ3ＹＨＥレピータ局を停

波致します。 

  

★停波期間 

２００７年１０月２２日ＰＭ１時 ～ 当分の間 

  

★周波数 

1200ＭＨｚ（129.89ＭＨｚ）及び 430ＭＨｚ（439.95ＭＨ

ｚ） 

  

無線局統計情報 

「無線局統計情報」は、電波法により定められた免許

又は登録を受けた無線局に関するデータから、無線

局数等について集計した統計情報です。 

アマチュア無線局 ８月 519,689

 ７月 520,975

 ６月 522,984

先月よりも ｄｏｗｎ 1,286 局

   

地方局  総計 

総無線局数 519,689

北海道 
無線局数 45,467

比率(%) 8.7 

東 北 
無線局数 51,419

比率(%) 9.9 

関 東 
無線局数 137,257

比率(%) 26.4 

信 越 
無線局数 23,067

比率(%) 4.4 

北 陸 
無線局数 14,550

比率(%) 2.8 

東 海 
無線局数 73,447

比率(%) 14.1 

   

近 畿 
無線局数 63,266

比率(%) 12.2 

中 国 
無線局数 37,515

比率(%) 7.2 

四 国 
無線局数 23,249

比率(%) 4.5 

九 州 
無線局数 47,860

比率(%) 9.2 

沖 縄 
無線局数 2,592 

比率(%) 0.5 

 

ITU 無線通信総会（RA-07）の開催  

国際電気通信連合（ITU）は、平成 19 年 10 月 22 日

（月）から世界無線通信会議（WRC）をスイス（ジュネ

ーブ）で開催されます。 

 WRC は 周波数分配を始めとする国際的な電波秩

序を規律する無線通信規則（RR：Radio Regulations）

の改正をおこなうための会議で、通常 3～4 年に１度、

開催されています。本年開催の WRC-07 にも、日本

から総務省、総務省、通信事業者、メーカ、JARL を

はじめ関係団体等から計 76 名が日本代表団員とし

て参加する予定です。 

 なお今回の WRC-07 における、アマチュア無線関

連の議題は、「議題 1.13 短波帯の分配の見直し」、

「議題 1.15 135.7-137.8kHz 帯のアマチュア業務のニ

次分配」などがあります 

 

～～～～～～～ 【詳 細】 ～～～～～～～ 

  国際電気通信連合（ITU）は、標記会合をスイス

（ジュネーブ）において開催します。我が国からは、当

省の松本大臣官房技術総括審議官を始めとして、総

務省、通信事業者、メーカ、関係団体等から計 30 名

が日本代表団員として参加する予定です。 

  総務省としては、同会合において、我が国の意見

が最大限に反映されるべく、積極的に対応していく

予定です。   

  

無 線 通 信 総 会 （ Radiocommunication Assembly ：

RA-07）の概要  
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１  日程  

    本年 10 月 15 日（月）から 19 日（金）まで  

２  場所  

    スイス（ジュネーブ）  

３  無線通信総会の概要  

ITU 無線通信部門の研究委員会（SG）の活動に対

して、勧告の承認を始めとする研究活動の評価及

び研究委員会の構成、研究課題などの次会期の研

究体制等について審議を行うための会議。通常 3～

4 年に１度、開催される。  

４  今総会の主な議題  

  (1) 次研究会期の体制の決定  

近年、広帯域無線アクセス（ＢＷＡ）システムのよう

に、従来の移動、固定といった使用区分にまたが

って共通に用いられるシステムが出現していること

を踏まえ、一層効率的に無線通信システムの研究

に取り組むための体制について決定する。 

あわせて、各研究委員会の議長・副議長が任命さ

れる。 

  (2) SG 会合から提出された勧告案等の審議  

第３世代携帯電話（IMT-2000）の既存無線インタ

フェースの高度化及び新しい無線インタフェース

の追加に関する勧告改訂案、第４世代移動通信シ

ステム（IMT-Advanced*）の国際標準化の基本指

針に関する決議案等について審議する。 

  (3) 次研究会期における研究課題の承認  

放送業務等に使用する超高細度画像の規格に関

する研究課題等の設定について承認する予定。  

*IMT-Advanced ： 「IMT-2000 の後継システム」であ

る第４世代移動通信システムのＩＴＵ－Ｒにおける名

称案  

（参考）第４世代移動通信システム(IMT-Advanced)  

第４世代移動通信システムは、2010 年頃の標準化

を目指して検討が進められている第３世代携帯電話

（IMT-2000）の後継の移動通信システムです。高速

移動時で 100Mbps、静止時や低速移動時で 1Gbps

といった光ファイバー並みの伝送速度の実現を目標

としています。  

 
 

磁界規制値を決定 

 送電線や変圧器など電力設備周辺の電磁波対策

を話し合っていた経済産業省原子力安全・保安院の

作業部会は２３日、強い磁界による人体への急性的

な健康影響を防ぐため、周波数５０ヘルツの東日本

は１００マイクロ・テスラ（テスラは磁界の強さの単位）

以下、６０ヘルツの西日本は８３マイクロ・テスラ以下

にそれぞれ規制することを決めた。 

 保安院は近く電気事業法の省令を改正し、各電力

会社に磁界対策を促す。ただし、国内の多くの電力

設備は現状でも規制値をクリアしており、大規模な補

修は不要とみられるという。 

 強い磁界は人体の神経や筋肉を刺激し、体に違和

感を覚えることなどがあるため、世界保健機関（ＷＨ

Ｏ）が今年６月、磁界の規制を各国に勧告。保安院

はこれを受け、専門家らによる作業部会「電力設備電

磁界対策ワーキンググループ」を設置し、規制のあり

方を話し合ってきた。規制値は、ＷＨＯが推奨する国

際非電離放射線防護委員会の運用指針に従って定

めた。 

 小児白血病の増加など電磁波の慢性的な影響の

有無については結論が出ていないため、ＷＨＯが各

国に対し、さらなる研究の促進や、産業界と市民がリ

スクについて協議する場の設置を求めている。保安

院は、これについても今後、同作業部会で審議す

る。 

～～～～～各国の電磁波対策～～～～～ 

【日本】 

通信・放送施設から出る高周波の電波については防

護指針、法的規制あり。 

超低周波の磁界の強さの規制無し。これは先進国で

めずらしい。 

【スウェーデン】 

２～３mG を目安に小学校、幼稚園近辺の鉄塔の撤

去や移転、住宅密集地近くの送電線の撤去などを地

域の中で行っている。 

【アメリカ】 

州ごとに磁界の規制あり。磁場については４mG の独

自規制をするところも増えている。 

米国食品医療品局では携帯電話業界に対して電波

の曝露を最低限にするように要請。 

【ドイツ】 

ICNIRP ガイドラインを踏まえて、法律に基づく電磁波

規制。 

【イギリス】 

93 年に英国放射線防護評議会が示した独自のガイ

ドラインに基づいて対応。 

１６才未満の子どもには携帯電話の使用を控えるよう

に勧告。 

【スイス】 

規制値以外に住宅、病院、学校などのとくに防護が

必要な場所においては磁界の規制値を設定。 
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【イタリア】 

幼稚園、小学校などで２mG に規制。 

【フランス】 

16 歳未満の子どもは携帯電話の使用を控え、イヤホ

ンの使用によって頭部に密着させるのを防ぐように。 

そしてその際も妊産婦は携帯電話本体を腹部から離

すように勧告 

----------国際機関の基準等---------- 

【国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）】 

50 ヘルツでは電界が 5 キロボルト/m、  

磁界は 1 ガウス（60 ヘルツの場合はそれぞれ 4.2 キロ

ボルト/m、0.833 ガウス）を安全基準とする。 

【世界保健機関（WHO）】 

87 年、電磁波について環境保健基準を公表。 

2004 年には超低周波に対して、2006 年以降には通

信・放送用の高周波についての環境保健基準案を

発表予定。 

 

免許手続様式のダウンロード 

無線局免許手続様式のダウンロード用のファイルが

更新されています。 

総務省 電波利用ＨＰよりＤＬが可能です。 

http://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/inde

x.htm 

 

宇宙からの受信、通報はどこへ 

 宇宙人を見つけたら、最初に知らせるところは、国

立天文台か、宇宙航空研究開発機構か、はたまた首

相官邸なのか？ 世界中の天文学者らが一番乗りを

競っている「地球外知的生命体探査（ＳＥＴＩ）」に参加

する国内の研究者ら約３０人が１１月４日、兵庫県立

西はりま天文台（同県佐用町）に集まり、通報する日

本の「国家当局」をどこにするか話し合う。 

 国際天文学連合（ＩＡＵ）は、宇宙人と“コンタクト”で

きた場合、「信頼しうる証拠と判明するまで公開して

はならない」とし、「関連する国家当局に通報する」と

定めている。天文台などの関係機関で信号を精査し、

確実となった時だけＩＡＵを通じて国連事務総長らに

報告され、その後、世界に発表する。 

 しかし日本では国家当局がどこか決まっておらず、

２年前から国内最大の天体望遠鏡「なゆた」（口径２メ

ートル）で、中心的に探査を進めている同天文台が

音頭を取り、「来たるべき時」に備えることにした。 

 ＳＥＴＩは、宇宙の電磁波などを分析し、知的生命体

が発信する情報を探す研究の総称。米国を中心に、

１９６０年代にスタート。個人の天文ファンでも、インタ

ーネットを通じて、宇宙からの信号データの解析に参

加できる。 

 宇宙人からの信号はいまだ発見できていないが、

同天文台の鳴沢真也主任研究員は「例えば今夜見

つけたとしても判断に迷う。天文学会に任せるのか、

どうするのか。方針を決めたい」としている。 

 

「かぐや」態勢整う 

日本初の月周回衛星「かぐや（Kaguya）」が、任務の

第 1 段階を成功裏に終了したと、宇宙航空研究開発

機構（Japan Aerospace Exploration Agency、JAXA）

が 21 日、発表した。 

 同機構によると、主衛星「かぐや」と 2 つの子衛星は

順調に稼働しているという。 

 「かぐや」は前月 14 日に打ち上げられ、そのあと 2

つの子衛星を分離した。 

 日本政府が 550 億円を投じたこのプロジェクトは、

月探査計画としては1960年、70年代の米国のアポロ

（Apollo）計画以来最大規模のもの。 

 子衛星の主な任務は月の重力場を探査すること。

日本は 2020年までの有人宇宙飛行を目指している。  

★月周回衛星「かぐや（SELENE）」のクリティカル

フェーズの終了について★ 

 宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、平成 19 年 9 月

14 日（日本時間）に種子島宇宙センターから打ち上

げられた月周回衛星「かぐや（SELENE）」の主衛星を

所定の軌道に投入するとともに定常制御モード移行

運用を行いました。 

 なお、主衛星及び 2 つの子衛星の状態は正常で

す。 

 これにより月周回衛星「かぐや（SELENE）」の運用

は、クリティカルフェーズを終了し、初期機能確認フェ

ーズへ移行します。  

 初期機能確認フェーズでは搭載機器の機能確認を

12 月中旬頃まで行い、その後、定常観測に移行する

予定です。  

クリティカルフェーズ： 
打上げ段階から衛星分離、月周回軌道投入を経て、

定常制御モードへ移行し、初期機能確認の準備が

整うまでの期間。  

定常制御モード： 
月面観測のため三軸姿勢制御により周回する状態。

観測機器を常に月面に向けるモード 

 

定常制御軌道にてモニターカメラで撮影した画像 

初期チェックアウト以前の月軌道投入（9 月 29 日）以

降クリティカルフェーズ終了までさまざまな高度で補

助的に撮影した代表的な月の写真 

※モニターカメラとは、32 万画素（656ｘ488 の有効画素

数をもつCCDカメラであり、ハイゲインアンテナ、太陽電

池パドル、子衛星分離および UPI（プラズマイメージャ）

の確認のために「かぐや」に搭載された装置です。 
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今年のグッドデザイン大賞 

今年のグッドデザイン大賞は“使い捨てないも

の” 

 10 月 25 日、2007 年度の「グッドデザイン大賞」およ

び「グッドデザイン金賞」が選出された。大賞は三洋

電機の「eneloop universe products」。充電してくり返

し使う“使い捨てない”カイロやポータブルウォーマー

などが高く評価された。 

 

 今年度のグッドデザイン賞は 2945 件が応募し、この

うち 1043 件（594 社）が「グッドデザイン賞」を受賞した。

10 月 1 日には特別賞各賞と「ベスト 15」が決定し、ま

たベスト 15 の中からグッドデザイン大賞候補として 6

件が選出されていた。なお、ベスト 15 のうち大賞を除

く 14 件は「グッドデザイン金賞」を受賞している。 

 

三洋電機の「eneloop 

universe products」 

写真：ITmedia 

Copyright(c) 

ITmedia 

 

 

 

 

 

--グッドデザイン金賞 

07A03004 携帯電話機 MEDIA SKIN KDDI 株式会

社＋京セラ株式会社  

07A06041 Side by side Refrigerator Samsung 

RSJ1KSSV サムスン電子株式会社  

07A08033 小型ビジネスジェット機 HondaJet 本

田技研工業株式会社  

07A09019 GPS 受信機 Topcon/ GR-3 株式会

社トプコン＋Whipsaw, Inc.  

07A10046 オフィスチェア スピーナ 株式会社イ

トーキ  

07A11053 乳房X線撮影装置 MAMMOREX Peruru 

MGU-1000A 株式会社東芝＋東芝メディカルシステ

ムズ株式会社  

07A12007 ゲーム・ホームエンタテイメントマシ

ン Wii、Wii リモコン、ヌンチャク、クラシック

コントローラ 任天堂株式会社  

07A12022 新幹線車両 N700 系 東海旅客鉄道株

式会社＋西日本旅客鉄道株式会社＋日本車輌製

造株式会社＋株式会社日立製作所＋川崎重工業

株式会社＋近畿車輛株式会社  

--建築・環境デザイン部門  

07B01059 東京工業大学緑が丘 1 号館レトロフィ

ット 東京都目黒区 国立大学法人東京工業大学  

07B02024 STYIM 東京都中央区日本橋大伝馬町

3-10 株式会社アスコット  

07B03001 木野部海岸心と体を癒す海辺の空間整

備事業 木野部海岸 特定非営利活動法人サステイ

ナブルコミュニティ総合研究所＋青森県 下北地域

県民局 地域整備部  

--コミュニケーションデザイン部門 

07C01031 キッザニア東京 こどもが楽しく社会を体

験できる、“こどもが主役のこどもの街” 株式会社キッ

ズシティージャパン  

07C02038 セカンドライフ 3D 仮想世界 Linden 

Lab 

 


