
 2011 年 06 月 01 日 発行 第 12 号   通刊 297 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page１ 

   

JARL 第 53 回通常総会 

 全国各地から多くの会員を迎えておこなう

総会としては最後の開催となる、JARL の第

53 回通常総会が、大阪府池田市の「池田市

民文化会館」で平成 23 年５月 29 日（日）に

開催されました。 

 

冒頭に原会長から会長職の辞任についてのご説

明が有りました。 

長きにわたりのご指導、ご鞭撻、本当にご苦労様でし

た。 

 

引き続き、次の議案が審議、議決されました。 

第１号議案 平成 22 年度業務報告  

第２号議案 平成 22 年度収支決算報告  

第３号議案 平成 23 年度事業計画案   

第４号議案 平成 23 年度収支予算案   

第３号議案 平成 23 年度事業計画案 

 

1.一般社団法人移行への取り組み現在、内閣府の

公益認定等委員会へ JARL の一般社団法人への移

行認可申請をおこなっています。 

一般社団法人への移行手続きの一環として、今夏臨

時社員選挙が実施される予定であり、この社員選挙

後、一般社団法人として国の設立認可を得て 11 月

に設立登記する予定で準備を進めています。これと

同時に、定款・規則等の変更にともなう関連規程・規

定類の修正をおこない、新法人への移行に向けて着

実に準備を進めます。  

2.アマチュアバンドの拡充 

新しいアマチュアバンドの拡大をめざして関係機関

に積極的に働きかけ、平成 24 年開催予定の 

WRC-12(2012 年世界無線通信会議)において 500 

kHz 帯がアマチュア無線に新規分配されるよう努めま

す。 

3.アマチュア無線制度の改善モールス電信につい

てはアメリカをはじめ多くの国々で既に試験が廃止さ

れ、その能力要件の緩和が実施されています。わが

国のアマチュア局が不利益をこうむることがないよう、

第 1 級・第 2 級アマチュア無線技士の資格取得の

容易化などの規制緩和について関係機関に働きか

けます。また、アマチュアバンドの使用区別に関し、

平成 21 年 3 月に 7MHz 帯が拡大されたことに伴い、

その後の運用の実態を考慮しながら、その区分見直

しの可能性について検討します。 

4.国際協力の推進 

ITU(国際電気通信連合〉、 APT(アジア・太平洋電気

通信共同体)および、 IARU(国際アマチュア無線連

合)など国際的な関係機関との連携を緊密に保持し、

本年度も春と秋に予定され世界各地でおこなわれる

国際非常通信訓練へ JARL として参加するとともに、

国際会議や競技大会などへの参加を通して国際的

連携と友好親善に努めます 

(1)本年 5月 20日から 22日まで、アメリカ・デイトン

で開催されるハムベンションの展示エリアにおいて、 

JARL アワード発行デスクを設け、 JARL アワードの発

行や日本のアマチュア無線を紹介します。  
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(2)本年 9 月 24 日から 27 日まで、オーストラリア・

ベンディゴで開催される IARU第 3地域組DF選手権

大会へ参加します。 

5.アマチュア無線活動の推進と周知・啓発 

(1) JARL が開設する特別局や特別記念局の運用、

アワード発行、コンテスト(ニューイヤーパーティーな

どを含む)、 ARDF競技大会、モールス電信技能認定

および DXCC フィールドチェックなどを実施し、アマチ

ュア無線活動の活性化に努めます。 

(2) D-STAR 対応レピータ局の開設地域を中心に、 

D-STAR システムのユーザーが引き続き増加していま

すが、さらなる通信方式やネットワーク化など、新しい

方式の導入により、アマチュア無線の普及・発展に努

めます。  

(3) 2011 アマチュア無線フェスティバル(ハムフェア 

2011)は、 8 月 27 日(土)・28 日(日)の 2 日間、東

京ビッグサイトで「社会につながるアマチュア無線」を

キャッチフレーズに開催し、災害時における非常通

信や青少年育成など社会的貢献活動と連携しながら、

正しい運用・設備・マナーの周知をはかります。 

(4)多くの支部において、地域の特徴を生かした行

事により一般の方々へアマチュア無線の普及と啓発

に努めます。 

(5) JARL NEWS および JARLWeb で掲載しているアマ

チュア無線情報に関して、より充実した内容の提供

に努めます。また、毎月 5日と 20日を目途に配信し

ている JARL メールマガジンについても、よりタイムリ

ーな情報の発信をおこなうほか、毎月発行される 

CQham radio 誌の協力を得て、 fFROM JARLJ のペー

ジを活用した適切な情報提供に努めます。 

1.一般社団法人移行への取り組み 

現在、内閣府の公益認定等委員会へ JARLの一般社

団法人への移行認可申請をおこなっています。 

一般社団法人への移行手続きの一環として、今夏臨

時社員選挙が実施される予定であり、この社員選挙

後、一般社団法人として国の設立認可を得て 11 月

に設立登記する予定で準備を進めています。これと

同時に、定款・規則等の変更にともなう関連規程・規

定類の修正をおこない、新法人への移行に向けて着

実に準備を進めます。 

2. アマチュアバンドの拡充 

新しいアマチュアバンドの拡大をめざして関係機関

に 積 極 的 に 働 き か け 、 平 成 24 年 開 催 予 定 の

WRC-12(2012 年 世 界 無 線 通 信 会 議 )に お い て

500kHz 帯がアマチュア無線に新規分配されるよう努

めます。 

3. アマチュア無線制度の改善 

モールス電信についてはアメリカをはじめ多くの国々

で既に試験が廃止され、その能力要件の緩和が実

施されています。わが国のアマチュア局が不利益を

こうむることがないよう、第 1 級・第 2 級アマチュア無

線技士の資格取得の容易化などの規制緩和につい

て関係機関に働きかけます。また、アマチュアバンド

の使用区別に関し、平成 21 年 3 月に 7MHz 帯が拡大

されたことに伴い、その後の運用の実態を考慮しなが

ら、その区分見直しの可能性について検討します。 

4. 国際協力の推進 

ITU(国際電気通信連合〉、APT(アジア・太平洋電気

通信共同体)および、IARU(国際アマチュア無線連

合)など国際的な関係機関との連携を緊密に保持し、

本年度も春と秋に予定され世界各地でおこなわれる

国際非常通信訓練へ JARL として参加するとともに、

国際会議や競技大会などへの参加を通して国際的

連携と友好親善に努めます。 

(1)本年 5月 20日から 22日まで、アメリカ・デイトンで

開催されるハムベンションの展示エリアにおいて、

JARL アワード発行デスクを設け、JARL アワードの発

行や日本のアマチュア無線を紹介します。 

(2) 本年 9 月 24 日から 27 日まで、オーストラリア・

ベンディゴで開催される IARU 第 3 地域組 DF 選手権

大会へ参加します。 

5. アマチュア無線活動の推進と周知・啓発 

(1) JARL が開設する特別局や特別記念局の運用、

アワード発行、コンテスト(ニューイヤーパーティーな

どを含む)、ARDF 競技大会、モールス電信技能認定

および DXCC フィールドチェックなどを実施し、アマチ

ュア無線活動の活性化に努めます。 

(2) D-STAR 対応レピータ局の開設地域を中心に、

D-STAR システムのユーザーが引き続き増加していま

すが、さらなる通信方式やネットワーク化など、新しい

方式の導入により、アマチュア無線の普及・発展に努

めます。 

(3) 2011 アマチュア無線フェスティバル(ハムフェア

2011)は、8 月 27 日(土)・28 日(日)の 2 日間、東京

ビッグサイトで「社会につながるアマチュア無線」をキ

ャッチフレーズに開催し、災害時における非常通信

や青少年育成など社会的貢献活動と連携しながら、

正しい運用・設備・マナーの周知をはかります。 

(4) 多くの支部において、地域の特徴を生かした行

事により一般の方々へアマチュア無線の普及と啓発

に努めます。 

(5) JARL NEWS および JARLWeb で掲載しているアマ

チュア無線情報に関して、より充実した内容の提供

に努めます。また、毎月 5 日と 20 日を目途に配信し

ている JARLメールマガジンについても、よりタイムリー

な情報の発信をおこなうほか、毎月発行される CQham 

radio 誌の協力を得て、fFROM JARLJ のページを活

用した適切な情報提供に努めます。 

6. 会員の増強と会員サービスの推進 

7. 電波環境のクリーン化 
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8. アマチュア衛星など宇宙通信の促進 

9. 非常災害時への態勢整備 

10. 関連団体との連携 

11.身体障害者に対する援助・協力 

等を議決いたしました。 

 

電気通信術の実技試験の廃止 

１・２アマの国家試験の電気通信術の実技試

験の廃止が正式決定 

 5 月 17 日付けの官報に無線従事者規則等の一部

を改正する告示が掲載され、平成 23年10月１日から

施行されることとなりました。 

 この告示により、平成 23 年 10 月１日以降に実施さ

れる、第一級および第二級アマチュア無線技士の国

家試験から、電気通信術の実技試験（音響受信）は

廃止となることが正式に決定しました。 

無線従事者規則の一部を改正する省令案に係る

電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果 

－アマチュア無線技士の国家試験に係る試験科目

（電気通信術（モールス電信））の見直し－ 

 総務省は、本日、アマチュア無線技士の国家試験

に係る試験科目（電気通信術（モールス電信））の見

直しに係る無線従事者規則の一部を改正する省令

案について、電波監理審議会（会長：原島 博 東京

大学名誉教授）に諮問し、原案を適当とする旨の答

申を受けました。 

 また、同改正案等について、平成 23 年 2 月 17 日

（木）から同年 3月 18日（金）まで、意見募集を行った

ところ、39 件の意見の提出がありましたので、提出さ

れた意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せ

て公表します。  

1 改正案の概要 

 総務省は、平成 17 年に第三級アマチュア無線技

士の国家試験の科目から電気通信術（モールス電信）

に関する実技試験を廃止し、法規に関する筆記試験

によりモールス電信の知識を確認しております。 

 その後も、試験方法の在り方について検討を続け

てきたところ、通信技術の進展に伴い、アマチュア無

線において、データ通信や衛星通信、テレビジョン等

の多様化する通信方式が利用されていること、平成

15 年 7 月 に 開 催 さ れ た 世 界 無 線 通 信 会 議

（WRC-2003）の結果を受け、欧米の主要国において

アマチュア無線資格についてモールス電信に関する

実技試験が廃止されていることなどの現状に鑑み、

第一級及び第二級アマチュア無線技士の国家試験

の試験科目から、モールス電信の試験を廃止し、試

験科目の「法規」においてモールス符号の理解度を

確認することとして、関係する規定の整備を行いま

す。  

2 意見募集の結果 

 意見募集の結果、39 件の意見の提出があり、それ

らに対する総務省の考え方は別紙のとおりです。  

3 今後の予定 

 電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏

まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です

（なお、施行日は平成 23年 10月 1日とする予定。）。 

 

PC の節電方法 

「PC の消費電力は OS 起動時が最大」 マ

イクロソフト、PC 節電策を公開 

 
Windows マシンの節電策を公開する MS サイト 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/windows/gg7

15287 

 「OS起動時に消費電力最大」「最も有効な節電策は

ディスプレイの輝度調整」──日本マイクロソフトは 5

月 10 日、Windows 搭載 PC の消費電力を検証し、効

果的な節電の方法を Web サイトで公開した。節電の

設定を一括で行うプログラムの配布も始めた。 

 今夏、電力不足が見込まれる東京電力と東北電力

エリアに加え、浜岡原子力発電所の停止で中部電力

エリアも節電が求められそうな状況。同社は財団法

人・電力中央研究所の協力で Windows 搭載パソコン

の消費電力を検証し、以下の結果をまとめた。 

・最新の PCは、5年前に発売された PCに比べて平均

約 53％の節電効果。ノート PC は同じ年に発売され

たデスクトップPCに比べて平均約66％の節電効果 

・PC の電力量は OS 起動時に多く消費しており、OS 起

動時はスリープ状態からの復帰時に比べて 3 倍以

上の電力量を消費している 

・電源 OFF 時の待機電力とスリープ OFF 時の待機電

力との間には約 0.5 ワットの差しかない。従って、1

時間 45 分（XP 搭載 PC の場合）以内に PC を再度

使 用 する 場合 は 、電 源オ フ で は なく ス リ ー プ

（Windows XP ではスタンバイ）を推奨 

・PC 利用時の最も有効な節電策はディスプレイの輝

度調整。画面の明るさを 100％から 40％に変更す

ることで平均 23％の電力削減が可能である 
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・上記から、Windows 搭載 PC の利用では、スリープ／

スタンバイの有効活用と、利用時のディスプレイ輝

度調節による節電を行うことで 1 台当たり約 30％、

16 ワット分の節電効果がある 

●測定方法 

・検証には使った PCは Windows 7が 2010年モデル、

Windows Vista が 08 年モデル、Windows XP が 06

年モデル 

・PC とディスプレイに計測器を取り付けて測定 

・PC 起動時やアプリケーション利用時の消費電力を 1

秒間隔で測定 

同社が推奨する節電のため Windows の設定は、 

・「画面の明るさ」：40％（Windows 7、Windows Vista

のノート PC のみ） 

・PC 不使用時の「ディスプレイを暗くする」までの時

間：2 分（Windows 7 ノート PC のみ） 

・PC不使用時の「ディスプレイの電源を切る」までの時

間：5 分 

・PC 不使用時の「コンピューターをスリープ状態にす

る」までの時間：15 分など。 

 一般ユーザーなど向けに、こうした設定を一括で行

えるプログラムをサイトで配布している。対応 OS は

Windows 7／Windows Vista／XP。Active Directory

のグループポリシーやシステム管理製品などで管理

された企業内 PC、PC メーカー各社が提供している電

源管理機能があらかじめ組み込まれた PCは対象外。 

 電力中央研究所 システム技術研究所の中野幸夫

上席研究員によると、PC の消費電力を削減すると排

熱もその分減るため、冷房に必要な電力の削減にも

つながる。PC の消費電力を 1 キロワット削減すれば、

冷房用の電力を 0.3 ワット削減できるという。 

日本マイクロソフトは、Windows PC 自動節電プログラ

ムを公開しました。Windows PC 自動節電プログラム

は、コントロールパネル等からの自主的な設定変更

が難しいお客様でも節電に貢献できるように、節電設

定を簡単に一括適用できるようにするもので、無償で

ご利用いただけます。この節電設定は、(財) 電力中

央研究所の協力のもと、Windows PC 消費電力検証

を実施して導き出されており、このプログラムの適用

により、お使いの PC の約 30 %の消費電力削減効

果が期待できます。 

ご注意  

・Windows PC 自動節電プログラムは、これまで節電

設定がなされておらず、新たに節電設定を行いたい 

PC を対象としています。パソコン メーカーからの出

荷時にメーカー独自の「電源管理ソフト」や「節電機

能」があらかじめ搭載されている PC の場合は、各パ

ソコン メーカーのものを継続して使用ください。また、

Windows PC 自動節電プログラムをパソコン メーカー

独自の「電源管理ソフト」や「節電機能」と併用するこ

とで、当初の節電設定が変更される場合があります。

ご自身で設定を適切に変更できない場合、Windows 

PC 自動節電プログラムを併用しないでください。 

・業務等でお使いの一部のコンピューターでは、スリ

ープ (スタンバイ) やディスプレイの電源を切れる等

の節電設定を行うと業務に差支える場合があります。

連続稼働を必要とされるコンピューターには、本プロ

グラムを適用しないよう注意してください。  

システム要件 

Windows PC 自動節電プログラムは、以下のオペレー

ティング システムで実行できます。  

・Windows 7 ・Windows Vista ・Windows XP 

Windows PC 自動節電プログラムを使用して、節電設

定を一括適用するには、以下の手順を実行します。  

以下の [Fix it ボタン] をクリックします。 
Windows PC 自動節電プログラムをインストール  

Microsoft Fix it 50666 

[ファイルのダウンロード] の画面が表示されるので 

[実行] をクリックします。 

 

使用許諾にご同意頂けましたら [同意する] をクリッ

クして、[次へ] をクリックします。 

 

[ユーザー アカウント制御] の画面が表示された場

合は、[はい] または [続行] をクリックします。 

 

Windows 7 の場合 : 
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Windows Vista の場合 : 

 

復元ポイントを作成した後、節電項目が自動的に設

定されます。 

 

実行が正常に終了すると、次のような画面が表示さ

れます。よろしければ、フィードバックの提供にご協力

ください。[閉じる] をクリックして終了します。 

 
 

家庭用蓄電池に脚光 

 東日本大震災の影響で夏場の電力の供給

不足が懸念されるなか、家庭用蓄電池システ

ムが大きな注目を集めている。 

低地用蓄電池として鉛蓄電池が多かったが、鉛蓄電

池で家庭用に向けた実証実験が進められているほか、

新たにリチウムイオン電池を採用した商品を前倒し投

入する動きも広がり、一気に市場を形成しそうな兆し

が見てきた。 

 電力不足が深刻化するなか、東京電力管内では、

電力使用量が最も増える夏場は、家庭でも 20％前後

の節電が求められている。そのため電力供給に余裕

のある夜間などの電力をため、昼間などの電力使用

量が増える時間帯にためた電力を使用し、電力使用

量のピークを下げることができる家庭用蓄電池への

ニーズが高まってきている。 

 産業向け蓄電池システムを展開する新神戸電機で

は、すでに 3kWh の住宅蓄電システムを展開しており、

群馬県太田市で NEDO 技術開発機構の実証設備とし

て 550 戸の住宅に設置した実績を持つ。 

 

 そのほか、古賀電池や GS 湯浅なども「技術的に問

題はない」が、BtoC としての販売体制がなく「まずは

実証実験などで実績を積む」としている。 

 リチウムイオン電池では、パナソニックが今年度中と

していた家庭用蓄電池の投入を前倒しする意向を持

つほか、新たに東芝が6月に家庭用蓄電池を投入す

る。また大和ハウスやシャープなどが出資している蓄

電池ベンチャーエリーパワーも、大和ハウスなどの家

庭用蓄電池の実証実験を進めており、早期の商品化

に向けた取り組みを進めている。 

 家庭用蓄電池は 12-13 年にかけて市場が形成され

るという見方が大半を占め、商品化は今年後半や来

年にかけて行う計画を表明していたところが多かった

が、電力不足の影響もあり、各社の動きが急速に早

まっている。 

 

災害時の安否確認手段を確保する 

電話や携帯メールは混雑必至、Web サービ

スで備えよう 
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3 月 11 日の震災直後、東日本の広い範囲で携帯電

話がつながりにくい状態になった。音声通話に加え、

携帯メールも送信できなかったり大幅に遅延したりし

た。災害時には通信の混雑が起こることを踏まえ、携

帯電話以外にも複数の連絡手段を確保しておいた

方がよいだろう。今回の震災時にも比較的連絡がつ

きやすかった 3 つの Web サービスを表 1 にまとめた。

これらのサービスを利用するには、パソコンやスマー

トフォンにあらかじめソフトをインストールしたりユーザ

ー登録したりする必要がある。いざというときに家族

や知人と連絡が取れるよう、環境を整え、日頃から連

絡手段を話し合っておきたい。  

●安否確認に利用できる Web サービスの例 

 

 Skype はインターネット回線を利用した IP 電話で、

ソフトをインストールしたパソコンやスマートフォンの

間であれば無料で通話できる。お互いが Skype にロ

グインしていれば、リストから登録ユーザーを選ぶだ

けでつながる簡便さも特徴だ。  

 Twitter は、ツイートする（コメントをつぶやく）ことで

自分の安否を知らせることができる。ツイートに自分

の現在地情報を加えることも可能だ（図 1）。また、

Twitter でフォローしている（コメントを読む登録をし

ている）人が多いと、非常時に本当に必要な連絡を

読み逃してしまう可能性がある。そのような場合には、

特定の人のツイートだけを表示するリスト機能を利用

しよう（図 2）。  

●位置情報付きツイート 

 
図 1 左画面の矢印マークにタッチすれば、ツイートに位置情

報を付加できる（画面は iPhone用 Twitterアプリの場合）。右

は、位置情報付きツイートをパソコンで見た際の図。ツイートし

た場所が Google マップ上に Twitter アイコンで表示される 

●リストを作成 

Twitter のホーム画面から、「リスト」タブの「リストを作成する」

を選択すると、新しいリストが作成できる。リスト名を入力し、公

開／非公開を選んでから「リストを保存」する。リストに家族など

安否を確認したい人を加えておく 

Facebook は、特定のユーザーだけで「グループ」を作成可能。

専用の Web ページにコメント、写真などを投稿できる仕組みだ。

ここを連絡掲示板として使えば便利。スマートフォンからは、現

在地付近の施設を知らせる「スポット」機能を使うこともできる 

 

●グループを作成 

 
図 3 ホーム画面の「グループを作成」を選択し、グループ名、

メンバー、公開範囲を選択する（上）。ここで非公開を選択する

と、このグループページへの投稿内容はグループ参加者のみ

閲覧できる。右は Android 端末からグループのページを見た

場合 

●今いる施設を知らせる 

スマートフォンの

Facebook アプリで、「スポット」を選択し、近隣スポットを探索す

る。今いる施設を選択して投稿（チェックイン）すれば、現在地

を知らせることができる。 

 


