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まいど 1 号に予備免許交付 

総務省近畿総合通信局は１４日、東大阪宇宙開発

協同組合（ＳＯＨＬＡ、竹内修理事長）などが開発して

いる小型公募衛星（まいど１号）に搭載する無線の実

験局に対し、予備免許（９日付）を交付しました。昨年

末の申請から３カ月余りという異例のスピード交付。 

周波数などの国際的な調整が必要で通常は３年

ほどかかるが、総務省やＪＡＸＡが強力にバックアップ

し、早くなったそうだ。 

この日交付されたのは、宇宙側で地上局からの制

御信号を受信し、観測データや衛星の状態を地上局

に送信するための免許。 

アマチュア無線機を用いた通信実験の項目は、 

(1)モールス信号を用いたビーコン信号の受信 

(2)AX.25 プロトコルを用いたテレメトリ信号の受信 

(3)AX.25 プロトコルを用いた衛星へのメッセージの 

アップリンクと、そのメッセージのダウンリンク  

 

まいど１号は、PETSAT の実験衛星で約５０センチ四

方の小型衛星。温室効果ガス観測技術衛星、ＧＯＳ

ＡＴ（ゴーサット）とともに今冬、鹿児島県の種子島か

らＨ２Ａロケットで打ち上げられ、雷雲などを観測する

予定。 

 
 

総務省が意見募集 

総務省が、周波数割当計画の一部を変更す

る告示案に係る意見を募集 

 

----国際電気通信連合(ITU)2007 年世界無線通信

会議(WRC-07)の審議結果に基づく変更----- 

 総務省は、国際電気通信連合(ITU)2007 年世界無

線通信会議(WRC-07)（平成 19 年(2007 年)10 月 22

日から同年 11 月 16 日まで スイス国ジュネーブにて

開催）の審議結果を受けて、ITU 憲章及び条約に規

定する無線通信規則の一部改正が発効されることに

伴い、周波数割当計画（平成 12 年郵政省告示第 74

6 号）の一部を変更する告示案に関する意見の募集

を平成 20 年 10 月 31 日（金）までの間おこなっていま

す。 

 今回の告示案で、アマチュア無線に関係するのは、

WRC-07 において決定した、長波帯 135kHz のアマ

チュアバンドの分配の部分です。 

* 1 波長が 2200m 以上にもなる 135kHz。1/2 波長の

ダイポールアンテナを張ろうとすると 1km を優に超え

てしまう途方もない波長ではありますが、従来使われ

てきた中波や短波とは異なった伝播に興味津々のア

マチュア無線家もおられるのではないでしょうか。ま

ずは日本で開放される日が楽しみです。 

* 高知総会でも質問が出ていた 135KHz の長波。 

これは現在、誘導無線システム、鉄道関係等に使わ

れています。別段、地下鉄用なので混信は少ないと

思われますが少し気にかかりますよね。 

 

JARL 定款改正は先送り 

公益法人改革関連の JARL 定款改正は来年

の JARL 総会では見送り 

JARL（社団法人日本アマチュア無線連盟）の関係筋

からの情報によると、10 月 5 日に行われた同連盟の

支部長連絡会において、公益法人改革に関連した 

定款の改正は、来年開催される予定の釧路総会で

は見送る事と決定したとの、JARL 理事会からの報告

があったとの事です。 

なお、定款の改正を見送る理由としては、各種の外

的・内的な不確定要素があるからだと言う事だったそ

うです。 
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理事会の当初のアナウンスでは、来年の総会で定款

の改正を行い、公益法人の認定を目指すと言うスケ

ジュールになっていたようですね。本日の支部長会

議では、多くの支部長が従来通りのスケジュールで

の進行を求めたようですが、すでに理事会で決定し

たと言う説明で終わったと言う事です。なお、公益法

人関連法の改正により、JARL は今年の 12 月 1 日に

自動的に「特例民法法人」になり、5 年後の 2013 年ま

でに公益法人の認定を受ける事を目指す事になって

います。 

 

CEATEC JAPAN 2008 開催 

アジア最大級の最先端 IT・エレクトロニクスの総合展

示会「CEATEC JAPAN 2008」が開幕した。会期は 9 月

30 日（火）から 10 月 4 日（土）まで、千葉幕張メッセに

て開催される。CEATEC JAPAN 2008 では、「デジタル

コンバージェンス、新たなステージへ。」をテーマに、

ソニーやパナソニックなどの主要メーカーの他、NTT

ドコモなどの通信事業者など、IT に関わる多くの企

業がブースを出展。 

今年の出展者数は 804 社・団体で、過去最高の出展

者数を記録した昨年（895社・3199小間）に比べて 90

社程減少しているが、昨年と同規模（昨年度の登録

来場者数：20 万 5859 人）の来場を見込んでいる。 

 

9 月 20 日幕張メッセで開幕。CEATEC もこれで 9

年目、PLC 騒ぎでこの CEATEC JAPAN には毎度必

ず顔を出している。 

我が国最大のエレクトニクスショーであり、毎年の

技術の流れ、メーカーの力の入れ方どこか、面白く、

拝見している。 

薄型 TV で我が社は 8.5mm まで薄くしましたの声も

なつかしい。 

PLC もどんどん様変わり。今年あたりノイズを遮断

しますとか、雷のサージ保護とかの PR に夢中で驚き

ました。 

コモンモード、ノイズ減衰は 0.25～30MHz は-25db、

1Kw モード減衰は 0.25～30MHz は-40db ですとかチ

ラシには書かれておりました。 

CEATEC JAPAN は大変な人出で同度の到り。 

JA1AN 

 

【HD-PLC アライアンス設立趣意 】    

世界的に急速なブロードバンド環境の普及を背景

に、映像サービス、ＩＰ音声通信サービス、データサ

ービス等益々拡大していくことが予測され、それに伴

った家電/ビジネス情報機器の「簡単な」ネットワーク

化が更に加速されることが期待されています。 この

ような背景の中で、本ＨＤ－ＰＬＣアライアンスは、家

電/ビジネス用途に向けた豊かなユビキタスネットワ

ーク社会の創造に向けた活動として高速電力線通信

（ＰＬＣ）を 1 つの通信手段として位置づけ、そのＰＬＣ

技術の中でも「HD-PLC」方式の普及を促進することで、

家電/ビジネスの情報機器、家電機器等で「HD-PLC」

方式に準拠したＰＬＣネットワーク機器及び PLC 組込

機器間で「安心」かつ「簡単」に繋がる通信互換環境

づくりを推進することを趣意としています。 

ＨＤ－ＰＬＣアライアンスは、「ＨＤ－ＰＬＣ」方式に

準拠した製品開発やサービス事業を行う国内外の企

業や「ＨＤ－ＰＬＣ」方式に興味を持つ企業等に参加

を呼びかけ、「ＨＤ－ＰＬＣ」の異機種間通信互換検

証システムの運営検討や、普及促進活動などの推進

を目指す、ＨＤ－ＰＬＣアライアンス活動を積極的に

展開してまいります。 

「HD-PLC」 *注１とは、 「High Definition Power L

ine Communication」の略で新しいＰＬＣ通信方式で

す。 

「HD-PLC」では、新たにネットワーク専用の配線を

する必要もなく、家庭内の電力線を使って簡単に大

容量映像のデータやり取りも可能な高速伝送（通信

の最大理論値：190Mbps）によるホームネットワークが

実現できます。  

例えば、お宅にブロードバンドに接続されたルータ

等があれば、どの部屋からでも「HD-PLC」アダプター

を介してインターネットなどで対応されている動画スト

リーミング、ＶｏＩＰ電話、データ通信等のネットワーク

環境が、すぐに使えるようになります。  

「HD-PLC」方式を採用した各社から市販されている

スターターキット（２個パック等）では、ＰＣ等による初

期設定は、不要でコンセントに接続するだけで暗号
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化されたネットワーク環境がすぐに構築できます。さら

に、子機を増設する時も、ボタンを押すだけの簡単設

定であり、暗号化設定も同時に終了します。 暗号化

技術としては、米国国防省が採用している 128bit A

EＳ方式を搭載し、高いセキュリティ性を確保すること

で外部からデータを盗まれる心配がありません。さら

に Wavelet OFDM 技術を採用し妨害を受けにくく与え

にくい、電波環境にやさしいデータ転送が可能となっ

ています。  

*注１：「ＨＤ-ＰＬＣ」は、High Definition Power Li

ne Communication の略で、松下電器産業株式会

社が提唱する高速電力線通信方式の名称です。「HD

-PLC」および「HD-PLC」マークは、松下電器産業の日

本、その他の国における登録商標 または商標で

す。 
ＨＤ-ＰＬＣ web より転載 

 

太陽の動向 

2008 年夏季～秋季の太陽の動向 

 前号で「2008 年は宇宙時代で最も太陽黒点が少な

い年？」という、Science＠NASA の記事をご紹介しま

した。 

 太陽の動向がたいへん気になる今日このごろです

が、無黒点の日々が長く続いた、７月～10 月前半ま

でのニュース等を駆け足でまとめてみましょう。 

 ７月～10 月 15 日までの間、出現が確認された太陽

黒点群は、1000～1005 の６つの太陽黒点群です。 

 アメリカ海洋大気圏局（NOAA）の宇宙天気予報セ

ンター（SWPC）の観測データによると、次の各日に太

陽黒点の数字が計上されています。 

（以下に抜粋） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

:Product: Daily Solar Data         quar_DSD.txt 

:Issued: 2025 UT 07 Oct 2008 

# 

#  Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, N

OAA, Space Weather Prediction  

Center 

#  Please send comments and suggestions to SW

PC.Webmaster@noaa.gov 

# 

#        Quarterly Daily Solar Data 

# 

#            Sunspot 

#        Radio  SESC     Area 

#        Flux  Sunspot  10E-6 

#  Date  10.7cm Number  Hemis. 

#--------------------------------- 

2008 07 18   65     11       10 

2008 07 19   66     12       20 

2008 07 20   66     11       10 

      （この間は０） 

 

2008 09 11   67     12       20 

 

      （この間は０） 

 

2008 09 22   69     18       30 

2008 09 23   69     16       20 

 

      （この間は０） 

 

2008 10 04   67     12       10 

 

      （この間は０） 

 

2008 10 10   69     12       10 

2008 10 11   71     16       40 

2008 10 12   70     16       70 

2008 10 13   71     15       40 

2008 10 14   70     14       20 

2008 10 15   71     13       30 

 

（データ出典：NOAA, Space Weather Prediction C

enter) 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 情報通信研究機構（NICT）の宇宙天気ニュースに

よれば、７月 18 日～20 日に確認された 1000 太陽黒

点群は 23 期型の磁場極性を持つものでした。 

 その後、９月 11 日までの長い間無黒点の日が続く

のですが、９月 11 日には 1001 太陽黒点群が、９月 2

2 日～23 日に確認された 1002 太陽黒点群が確認 

されました。 

 両太陽黒点群とも非常に規模が小さいもので、磁

場極性について宇宙天気ニュースでの紹介はありま

せんでしたが、当日の SOHO 衛星の MDI マグネトグ

ラムを見ますと、９月 11 日の 1001 太陽黒点群は赤道

付近の南半球寄りで「黒」「白」の順番、９月 21 日の 1

002 太陽黒点群は、北半球の「白」「黒」の順番で、と

もに 24 期型の太陽黒点群だったようです。 

 さらに 10 月に入って、太陽黒点群の発生が連続し

て確認されているようです。 

 1003 太陽黒点群が 10 月４日に、1004 太陽黒点群

が 10 月 10 日にそれぞれ観測されています。ともに南

半球で「白」「黒」の順番です。 

 10 月 10 日付けの宇宙天気ニュースでは、「太陽に、

小さな黒点が出現しています。場所は、中心からや

や南に下がったところです。 

 黒点の見える場所に、小さな磁場の強まりが見えて

います。白(N 極)と黒(S 極)がセットになって並んでい

ます。 

 この並びは、南半球では前の活動周期、第 23 期活

動周期の順番です。 
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 赤道に近い場所の出現なので、23 期型になること

はおかしいことではありません。 

 現在は、23 期と 24 期の性質が混在している段階な

のです。 

 それでも、北半球では、新しい 24 期型の黒点群が

いくつも現れているのに対し、南半球では、黒点が現

れてもまだ 23 期型のことが多く、進み具合に違いが

あるようです」と報じられています。 

 そして、1004 太陽黒点群に変わり 10 月 12 日確認

された、1005 太陽黒点群はこの期間に観測された６

つの黒点群の中で、比較的規模が大きくしかも、24

期型の磁場極性を持ったものとのことです。 

 10 月 14 日付けの宇宙天気ニュースでは、「太陽で

は、北東部に 1005 黒点群が出現しました。昨日のニ

ュースの時点では、コロナが明るくなっているだけで

したが、その後、急に出現し、現在は、目立つ大きさ

に発達しています。 

 黒点の磁場極性は、北半球の 24 周期型の[ 白(N)

 黒(S) ]です。 

南半球と違って、北半球側では、これまでも 24 期型

の黒点が何度も出現しています」としており、さらに 10

月 16 日のニュースでは、「太陽では、1005 黒点群が

見えています。太陽の南西に小さく、磁場が強まった

領域があります。SOHO EIT195 では、ここは小さく明

るく光っています。 

黒点にはなっていませんが、この磁場の並びは、南

半球の第 24 活動周期の順番です。少しずつ、太陽

の変化は進んでいるのでしょう」としています。 

 今後は 24 期型の磁場極性を持った太陽黒点の南

半球側での発生の頻度が大きなポイントとなりそうで

す。 

 太陽の神様は、今後いったいどのような振る舞いを

見せてくれるのでしょうか？ 

転載 JARL メールマガジン 

 

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 500,649 

 7月 502,594 

先月よりも ｄｏｗｎ 1,945 局 

地方局 総計  

総無線局数 500,649  

北海道 
無線局数 44,779  
比率(%) 8.9  

東 北 
無線局数 49,670  
比率(%) 9.9  

関 東 
無線局数 134,255  

比率(%) 26.8  

信 越
無線局数 21,791  
比率(%) 4.4  

北 陸
無線局数 13,946  
比率(%) 2.8  

東 海
無線局数 69,720  
比率(%) 13.9  

近 畿
無線局数 60,139  
比率(%) 12.0  

中 国
無線局数 35,860  
比率(%) 7.2  

四 国
無線局数 22,135  
比率(%) 4.4  

九 州
無線局数 45,790  
比率(%) 9.1  

沖 縄
無線局数 2,564  
比率(%) 0.5  

 

常用漢字表 見直し案 

「人込み」は「人混み」でもＯＫ 

 日常的に使う漢字の目安となる「常用漢字表」（１９

４５字）の見直し作業を進めている文化審議会の漢字

小委員会は２１日、「混む」を「こむ」と読めるようにす

るなど、計３４字の音訓を追加することを了承した。 

 この結果、従来は「人込み」という表記だったが、新

たに「人混み」とも表記できるようになる。 

 このほかに新たに読み方として追加されたのは、

「私（わたくし）」の「わたし」、「要」の「かなめ」、「創」の

「つくる」など。音読みでは、「旬」を「しゅん」などが追

加された。 

 同委員会はこれまで、常用漢字の見直し作業の中

で新たに加える字の種類の選定を終えており、これま

でより１８６字多い２１３１字になることが案として決まっ

ている。 

 今後は、読み方に加えて字体が複数あるものにつ

いて、どちらを使用するか議論を進め、来年２月ごろ

には新常用漢字の試案を作成する。 

見直し案で新たに追加された音訓読み例 

私  わたし 混  こむ 

委  ゆだねる 臭  におう 

育  はぐくむ 旬  しゅん 

応  こたえる 創  つくる 

関  かかわる 全  すべて 

 

 


