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協力要請（総務省） 

タイ王国の洪水危機に関する「世界のアマチ

ュア無線家」への協力要請 

 IARU 第 3 地域非常通信委員会議長の VK3PC ジム・

リントン氏から、タイ王国の洪水危機に関する「世界

のアマチュア無線家」への協力要請の依頼メールが

届きましたのでお知らせします。 

《洪水危機へのアマチュア無線家の対応》 

 タイの洪水危機で非常通信に使用するため、アマ

チュア無線家は 7.060-7.063 MHz から QSY して、空

けておくように要請します。 

 タイ当局は、280 人の死者を出した、ここ何十年か

で最悪の洪水と闘っています。首都のバンコックも危

機に瀕しています。 

 周辺地域では、洪水が農作物を壊滅させ、工場を

水浸しにし、何百万もの人々の生活や家屋を破壊し

ています。およそ 11 万人が避難所に避難していま

す。 

 洪水は、さらに数週間続く見込みで、ここ数日は高

潮も加わり水が引きにくい状態です。復旧作業には 1

年近くかかりそうです。 

 洪水に関する非常通信の大部分は、ボランティア

のアマチュア無線家によって 2m バンドでおこなわれ

ています。家が水浸しになっているアマチュア無線家

も多く、どれだけの数のアマチュア無線家が非常通

信に参加しているか推計することは困難です。 

 タイの連盟 RAST の中央局 HS0AC も洪水の脅威にさ

らされてい ます。RAST の国際連絡 担当役員の

HS0ZDX トニー・ウォルサム氏は、第 3 地域の会員連

盟に洪水災害の規模を伝えてくれるよう訴えていま

す。 

 タイ放送通信委員会（National Broadcasting and 

Telecommunications Commission）は、洪水危機の

非常通信で使用するように、アマチュア無線用レピー

タを寄贈しました。 

 今回のタイ王国の洪水危機では、主に 144MHz帯が

非常通信に使用されている模様ですが、今後の現地

の被害状況によっては 7MHz 帯を使用した非常通信

がおこなわれる可能性もありますので、日本のアマチ

ュア無線家の皆様も 7MHz 帯で運用される場合、特に

7MHz 帯の電波が世界の広範囲に伝搬する夜間は、

非常通信に混信や妨害を与えないように十分に注意

してください。 

転載 JARL web 

 

総務省が 900MHz 帯の割り当て審

査基準を公表 

1200 億円以上の負担、LTE 導入 

総務省は 2011 年 10 月 21 日、2012 年 7 月から新

たに利用可能な 900MHz 帯の割り当て審査基準「3.9

世代移動通信システムの普及のための特定基地局

の開設に関する指針案（開設指針案）」を公表した。

この中の割り当て対象の周波数幅は 900MHz 帯の上

り下り各 15MHz 幅で、割り当てられる事業者は 1 社に

なる。LTE 人口カバー率や移行費用負担額、割り当

てられている周波数帯の差異、割り当てられている周

波数幅に対する契約者数の割合などが、主な審査

基準になった。  

 人口カバー率は周波数が割り当てられた日から 4

年後の年度末までに 50％、7 年後の年度末までに

80％を満たすことが必須条件になっている。さらに 7

年後の年度末までに LTE サービスを開始していること

も必須になっている。LTE サービスにおける人口カバ

ー率は審査基準に入っており、率の値が大きい方が

有利になる。率は 0％、5％、10％など 5％刻みで申

請する。  

 MCAおよび ICタグ（RFID）の移行費用負担額につい

ては、1200 億円以上の負担が可能なことが必須にな

っている。また、負担可能な金額の多寡が審査基準

になった。ただし 2100 億円以上の値は同等と見なす

としている。  
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 このほかの審査基準は、「すでに各事業者に割り当

てられている周波数帯の差異や、周波数幅に対する

契約者数の程度を勘案する」としており、事業者が持

つ周波数帯の特性や、契約者数から算出したひっ迫

度合いを審査すると見られる。  

 同じく新たに割り当て予定の 700MHz 帯については、

「現在も技術的条件を検討中」（総務省）という理由か

ら今回は開設指針案は示さなかった。ただし開設指

針案には、900MHz 帯の割り当てを受けた事業者は

700MHz 帯の割り当て申請において劣後するという記

述があり、事実上 900MHz 帯の割り当てを受けた事業

者は 700MHz 帯を割り当てられないことになるようだ。 

 総務省は 2011 年 10 月 22 日から 11 月 21 日まで

開設指針案を含む制度整備案の意見募集を行い、

電波監理審議会を経て早ければ 12 月下旬から割り

当て申請（開設計画の受け付け）を始める予定であ

る。 

 

「EPUB 3」がついに完成 

電子書籍フォーマットの世界標準「EPUB3」，

日本語に対応 

電子書籍フォーマットの国際標準仕様を策定して

い る IDPF （ International Digital Publishing 

Forum、国際電子出版フォーラム）は、ドイツ フランク

フルトの「Book Fair 2011」において、「EPUB3」の完成

を発表しました。 

EPUB 3 は、HTML5 と CSS3 など現在 W3C で策定中

の最新の Web 標準をベースにしたオープンな電子書

籍フォーマットです。アップルの iPad や Google 

Books、ソニーの Readerなどで採用されており、PCで

も EPUB リーダーをインストールすることで表示可能で、

電子書籍の有力な国際標準フォーマットと考えられ

ています。 

また、縦書きやルビ、圏点（傍点）、禁則といった日

本語の書籍に不可欠だった要素が含まれているため、

EPUB 3 の登場は国内での電子書籍の普及や、日本

語の電子書籍を世界に向けて販売できる環境が整う

と期待されています。 

国内の電子書籍市場は、端末や配信業者間で規

格が異なり、普及の障害になっていた。  

ソニーや楽天など電子書籍の配信大手は標準規

格を採用する方針で、世界標準との一本化が進めば、

利用者利便の向上が期待できる。一方で国内の出

版ビジネスに大変革が起こり、書店などの淘汰(とう

た)が進む可能性もある。  

ソニーなどが採用するのは、米電子書籍標準化団

体「ＩＤＰＦ（国際デジタル出版 フォーラム）」が１０月

中旬に決める「ＥＰＵＢ（イーパブ）３」と呼ばれる最新

の規格だ。  

これに対応したコンテンツ（情報内容）が市場に出

てくるのは年末以降とみられる。 

 

 
 

EPUB（イーパブ）は、電子書籍の規格の 1 つである。

米国の電子書籍の標準化団体の 1 つである国際電

子 出 版 フ ォ ー ラ ム (International Digital 

Publishing Forum, IDPF)が普及促進している公開

された仕様の電子書籍用ファイル・フォーマット規格

である。「EPUB」は"Electronic PUBlication"の意

味を持ち「epub」「ePub」などと表記される場合もある。

そのオープン性と単純さから、対応する電子書籍の

ハードウェアやアプリケーションソフトウェアは多く、英

語圏での標準規格となりつつある。 

概要   

EPUBは、HTMLやWebブラウザソフトのオープン性を保

持しつつ、インターネット接続が切断された状態の携

帯情報端末 (PDA) やノートパソコンなどでも電子書

籍の閲覧が継続できるようにダウンロード配信を前提

にパッケージ化された、XHTML のサブセット的なファイ

ル・フォーマット規格であり、画面の大きさに合わせて

表示を調整する「リフロー機能」が特徴である。  

従来からある電子書籍用ファイル・フォーマットは、プ

ロプライエタリ（独自仕様）であって電子書籍を読む

ハードウェアに固有のものが大半で、出版社や著者

が電子書籍用ソフトウェアを作るにはその会社から有

償／無償の制作ツールのライセンスを入手する必要

があった。その会社が存在しなくなれば、それまで構

築したソフトウェア製作用の環境と経験は無駄となり、

なによりハードウェアが販売されなければ過去の製作

済み電子書籍ソフトウェアの価値も著しく失われる危

険性があった。IDPFではEPUBによりこのような依存性

を排除して公開された共通規格による電子書籍用フ

ァイル・フォーマットを提供することで、電子書籍用ソ

フトウェアの製作を希望する誰でもが自分の作品を

作ったり、関連アプリケーションを開発できるように世

界標準の規格化が進められている。  

ファイル構造   
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EPUB 形式の電子書籍のファイル構造は、XHTML 形式

の情報内容（コンテンツ）が、指定の形で ZIP によっ

て圧縮された後、ファイル拡張子が「.epub」に変更さ

れたものである。  

図版・数式・細かいレイアウトの多い作品への対応   

元々、小説作品の電子化を念頭に標準規格化が始

められた EPUB ではあるが、HTML でサポートされる一

般的なビットマップ画像データや CSS による最小限の

デザイン制御に加え、SVG 1.1 もサポートしているた

め、図版や数式などを多用する作品への対応度は高

い。特に漫画、雑誌、学術論文などといった分野の

デザイナーが EPUB 制作に取り組む場合は、SVG の活

用も念頭に置くべきである。  

日本語への対応   

日本語表示は縦組みからルビ表示などアルファベッ

ト主体の英語圏の書籍とは異なる特殊な機能が要求

され、米英で普及してきた国際標準規格の EPUBで対

応するには幾つかの問題が存在している。2011 年現

在、最新版である"EPUB 3.0"では、仕様と実装を分

けて考える必要がある。また、CSS3の勧告に至ってい

ないプロパティを一部に使用しているため、リーダー

側に実装されていない場合が多い。 

 

膨張する宇宙とダークエネルギー 

 －宇宙の９６％がまだわからない－ 

  2011 年のノーベル物理学賞は、ソール・パールム

ッター教授（米カリフォルニア大バークレー校）、ブラ

イアン・シュミット教授（オーストラリア国立大）、アダ

ム・リース教授（米ジョンズ・ホプキンス大）の３名に贈

られた。授賞理由は「遠方の超新星観測を通した宇

宙膨張加速の発見」である。今話題になっている宇

宙論最大の謎「ダークエネルギー」の存在を最初に

指摘した画期的な研究である。この発見がどれだけ

すごいのかを解説しよう。 

１．アインシュタインの失敗と膨張宇宙 

 この宇宙は膨張している。それはアルバート・アイン

シュタインの一般相対論から明らかになった。1915年

アインシュタインは一般相対論を提唱した。これは

1905年の特殊相対論を拡張したもので、従来の時空

（時間と空間）に対する考え方を一変した。重い物体

や大きなエネルギーの存在で時空は歪んでしまい、

そのことで重力（＝万有引力）を説明する理論である。

時空が変化しうる実在であるこの事実は、「宇宙」を

科学的対象とすることを可能にした。 

 アインシュタインは、宇宙が有限で、未来永劫変化

しない絶対的存在であると考え、そのことを確認しよう

とした。しかしながら、自らの理論はそのような宇宙の

存在を否定した。困り果てたアインシュタインは、理論

を少し修正し、新たに宇宙項を付け足した。重力は

すべての物体がお互いに引き合う引力で、宇宙もそ

のままではつぶれてしまう。そこでその重力に対抗す

る斥力（反発し合う力）となる宇宙項を導入し、永遠不

滅の静的な宇宙の存在を示した。ところが１９２２年ア

レクサンドル・フリードマンが「宇宙が膨張している」可

能性を指摘した。その可能性は 1929 年エドウィン・ハ

ッブルにより観測的に実証された。 

 どうしたら宇宙が膨張していることがわかるのか？ 

イメージしやすいように２次元の世界で考えてみよう。

例えば、地球表面が宇宙全体で、私たちは地表に住

んでいるとしよう。宇宙が膨張しているというのは地球､

つまり地表が膨らんでいくことになる。この膨張は地

表に住む人からどのように見えるであろうか？ 観測

者が東京にいるとしよう。図２のように、地球が膨張し

ているとすると、東京から見た各地点は遠くにある場

所ほどより速い速度で離れていく。  

 

図１：1922 年 11 月、早稲田大学を訪問したときのアルバ
ート・アインシュタイン夫妻。右は塩澤昌貞早稲田大学第
４代学長（当時）。（早稲田大学大学史資料センター提供） 

 

図２：ある時刻の日本列島とそれから少し時間が経過した
ときの日本列島。地球が膨張していれば、東京から見た各
地点は遠くにある場所ほどより速く遠ざかる。 

ハッブルが観測したのは、より遠くにある銀河がより速

い速度で遠ざかるという事実である。その観測から宇

宙が膨張していると結論した。この膨張宇宙論は、そ

の後、ガモフ達により元素の起源といったより実のあ

る議論を加え、ビッグバン宇宙論と呼ばれる宇宙の

標準理論となった。アインシュタインは後に、膨張宇

宙論が正しいことがはっきりすると、宇宙項の導入に

対して「わが生涯最大の失敗」と言ったといわれてい

る。 
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２．宇宙の新たな謎：ダークエネルギーの発見 

 ビッグバン宇宙論は現代科学の金字塔ともいえる

大成功した理論であるが、もちろん私たちは宇宙の

すべてを知り尽くした訳ではない。超高エネルギー領

域の物理学（量子重力理論や超弦理論）はまだ明ら

かになっておらず、宇宙の始まりについてはほとんど

わかっていない。しかし、すでに十分理解できたと思

っていた現在の宇宙にも大きな謎が出現した。宇宙

の膨張が加速しているというのである。 

 宇宙はビッグバンという膨張から始まった。その膨

張速度は段々と減速していく。これは地上でものを投

げ上げると重力により上昇速度がだんだん遅くなり、

やがては地上に戻ってくるのに似ている （図３） ＊

１。宇宙の膨張も、物質同士に働く引力（重力）により

お互いに引き戻し合うため、段々と遅くなっていく。こ

れが減速膨張である。 

 実際の宇宙膨張がどうなっているかを知るには、ハ

ッブルが見つけた膨張則が昔どうであったかを調べ

れば良い。そのためには、遠くの天体がどのような速

度で遠ざかっているかを観測する必要がある。それ

は、遠くを見るということが宇宙の過去を見ることにな

るからである 

 この昔のハッブル膨張則を知るには遠くの天体まで

の距離と遠ざかる速度を測定する必要があるが、遠く

の天体は暗く、距離を測定するのは困難である。そこ

で上記３名のノーベル賞受賞者達は超新星に注目し

た。超新星は、巨大なエネルギーを伴う爆発現象で、

銀河全体の明るさにも匹敵するぐらい明るく輝き、遠

方を見るのに適している。彼らはそのうちＩａ型の超新

星＊２に注目した。それはその明るさの変化を測定

することにより本来の明るさが推定でき、それと観測し

た見かけの明るさを比べることで距離がわかる。彼ら

は宇宙が現在の半分の大きさであったときまで遡っ

て超新星を数多く観測し、その結果から宇宙が加速

的に膨張していると結論した。 

 宇宙が加速的に膨張するというのは、一般相対論

を基礎にした宇宙モデルでは説明できない。宇宙膨

張を引き戻す重力に逆らう何か斥力のようなものが必

要になる。アインシュタインが静的宇宙を考えるため

に導入した宇宙項はまさにそのような役割をする。実

際、適当な大きさの宇宙項を考えると、発見された宇

宙の加速膨張は説明可能である。アインシュタインが

「失敗」とまで言った宇宙項が蘇ってきたのである。た

だし、宇宙項とするにはその値を説明する理論がなく、

この加速膨張の原因は「ダークエネルギー」と呼ばれ

るようになった。 

 その後、ＷＭＡＰ衛星＊３による宇宙背景放射＊４

の精密観測などにより、宇宙の構成要素についての

詳しい情報がわかってきた。その結果、私たちがよく

知っている原子からなる物質はほんの４％にすぎず、

２２％がダークマターと呼ばれる未知の物質で、残り

の７４％はダークエネルギーである（図４）。 

 ダークマターは銀河のまわりに局在したりする構造

をつくる物質であるのに対し、ダークエネルギーは宇

宙の加速膨張からのみその存在が示唆されていると

ても奇妙な存在で、その正体は全くわかっていない。

「物質」ですらないかもしれない。実際、宇宙論的スケ

ールで一般相対論とは異なる重力理論を考え、加速

膨張を説明しようという試みもある。もし 100 年間正し

いと考えられてきた一般相対論が宇宙論的スケール

では正しくないとすれば、現代物理学の根幹にかか

わる重要な問題となる。この現代宇宙論最大の謎で

あるダークエネルギー問題を解明すれば確実にノー

ベル賞であろう。近い将来、相対論や量子論が登場

した２０世紀初頭のように新しい物理学の大きな進展

が見られるかもしれない、わくわくする今日この頃で

ある。 

 

図３：上に放り上げた物体
は重力により減速し、やが
ては地上に落下する。宇宙
も重力のみだとその膨張
速度は減速していく。 

 

 

 

 

 

図４：宇宙の構成要素の
割合。その９６％は我々
が全く知らない「物質」
である。その３／４を占
めるダークエネルギー
に関してはその正体が
全くわかっていない。 

 

 

＊１：初速が非常に速い場合は地球の引力圏から抜

け出して、宇宙空間まで達するが、その場合でも上

昇速度は段々と遅くなる。 

＊２：超新星のうち、その分光スペクトルに水素の吸

収線が見られないものをⅠ型と呼び、中でも珪素の

吸収線が見られるものをＩａ型と呼ぶ。 

＊３：Wilkinson Microwave Anisotropy Probe（ウィ

ルキンソン・マイクロ波異方性探査機）。宇宙背景放

射を観測するために打ち上げられたＮＡＳＡの人工

衛星。 

＊４：宇宙のあらゆる方向から放射されているマイクロ

波。ビッグバン宇宙論の論拠とされている 

 


