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新製品ニース スタンダード社 

新しいアマチュア無線世代のための、入門機種。 

ベテランがダイナミックに遊ぶセカンドリグ。  

 

144/430MHz FM 帯 デュアルバンド

トランシーバー FT-60 

36、540 円（本体価格 34、800 円+消費

税 1、740 円） 

出力５W 

 

・シンプルな操作で高性能を追求した、

最大５W 出力・144/430ＭＨz 帯 FM デ

ュアルバンドハンディ機  

・1400mAh ニッケル水素電池で、VHF

帯で約 9 時間、UHF 帯なら約８時間の

運用（５W で送信 6、受信 6、待ち受け

48 秒の繰り返し）が可能  

・ニッケル水素充電池、専用充電器を

付属。外部 DC 電源入力、オプション

の単 3 乾電池ケースなど、充実した電

源系統  

・専用受信機なみのワイドバンド受信。最大１０００個

のメモリチャンネル  

・２つのトーン信号の組み合わせを用いたオリジナル

のページャー機能  

・FT-60 同士で緊急信号を伝達する EAI 機能。グル

ープでの登山などには、アクシデントの対策に  

・ハンディ機でも海外と交信できる、話題のインターネ

ット広域接続システム WiRES にカンタンにアクセス 

 

雷対策 

 ピカピカ・ゴロゴロ・☈ 停電。 

職場に響き渡る「キャー」という悲鳴。 

この悲鳴は、雷が恐いのではなく、作成したパソコ

ンのデータが停電によって消えたショックの声です。 

 また、停電よりも恐いのが『サージ』です。 

これは、落雷した電流が電源線・電話回線・通信回

線などを伝って走り抜ける現象です。 

その電流値は５００～１、０００Ａ（アンペア）にも達し、

ブレーカーでも間に合わず、パソコンなどの精密機

器を破壊してしまいます。 

 梅雨の後半から夏にかけて、雷の多い季節です。 

雷の音が聞こえる範囲は大体１０ｋｍくらい。 

これは「雷の射程距離」で、いつ落ちるかわからな

い範囲です。 

ゴロゴロと聞こえたら、データを保存して、電源コー

ド・電話線・通信回線を抜いて、おへそと一緒にパソ

コンを隠しましょう。 

   

日頃の心得が大事   

●使用しない時には、電源コード・電話線・通信回線

を抜く。 

コンセントや電話線を抜かないと待機電流が流れ

ており、サージが流れる危険があります。 

パソコンの使用中に雷が鳴り始めたら  

パソコンの使用中に雷が鳴り始めた場合は、お手

数ですが念のため以下の対策をとられることをお薦

め致します。 

※作業にあたっては感電の危険がありますので、絶

縁性のゴム手袋などを利用するなどして感電しないよ

うご注意ください。 

1）パソコン上で動作しているソフトを終了(シャットダウ

ン)し、電源を OFF にする。(スタンバイではなく、必ず

電源 OFF にしてください。) 

2）パソコンや周辺機器の電源ケーブルをコンセント

から外します。 

※なお、電源ケーブルを抜いてもハードディスクに保

存してあるデータは失われません。 

 

また、落雷(誘導雷含む)の電流が伝わる危険があ

りますので、できればパソコンやターミナルアダプタ

や ADSL モデム／ルータに繋がっている通信回線

(電話線、ケーブル TV 回線、LAN ケーブルなど)や

TV アンテナも外されることをお薦めします。(デスクト

ップ・パソコンでアースを取っている場合はアース線
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も、外されることをお薦めします。) 

 

●バックアップで用心しておく。 

万一のデータ消失・ディスク破損に備えて、バックア

ップをしましょう。 

落雷後、パソコンが起動しなくなった、またはインター

ネットに接続できなくなった場合  

落雷などによる急激な電圧変化はコンピュータな

どの精密機械を破損させる恐れがあります。 

雷鳴がしている場合には、パソコンの使用をやめ、

さらにモデムを電話線から抜くことをお勧めします。  

落雷後、パソコンが起動出来なくなったり、それま

で正常に接続できていたインターネットに突然接続

できなくなった場合は落雷によりパソコンやモデムが

故障した可能性があります。 

モデムが正常かどうかの確認の情報を取ってくださ

い。 

 

 ●雷が鳴り始めたら、シャットダウン。 

 

 落雷対策におすすめ 

●落雷対策 

落雷により電源線や ADSL 回線に侵入する「サー

ジ」から、パソコンや通信端末機器の破壊を防止する

『電源タップ』『小型の無停電電源装置』をおすすめ

します。 

 停電対策 

サンワサプライ OA タッ

プ型コンパクト 無停電

電 源 装 置  250 Ｖ Ａ 

UPS-250TSK 

標準価格：￥17、500（税

別） 

 

OA タップ型コンパクト無

停 電 電 源 装 置 。

（250VA） 

設置場所を取らない小型軽量サイズです。UPS

（バックアップコンセント×3 個）＋OA タップ（スルーコ

ンセント×3 個）＋サージプロテクト機能を装備し、パ

ソコン本体・周辺機器を停電・サージ・サグから保護

します。バッテリの状態を自動でチェック。異常がある

場合はアラームと LED ランプでお知らせします。 

落雷対策 

サンワサプライ ＴＡＰ－Ｂ

ＢＳＷ４ TAP-BBSW4 

パソコンや ADSL モデムを

雷 か ら ガ ー ド ！ 手 元 で

ON/OFF できる便利な手

元スイッチ付。 

標準価格：￥5、700（税別） 

雷により電源線や ADSL 回

線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端

末機器が破壊するのを防止する防護機器です。手

元で一括 ON/OFF できる集中スイッチ付。＊手元ス

イッチ OFF 時はランプは消灯します。 

 

●バックアップソフト＆復元ソフト 

やはり、日頃からデータやシステムのバックアップ

が大切です。 

***** バックアップソフト＆復元ソフト ***** 

・PowerQuest V2i Protector 2.0 Desktop Edition 

ハードディスクユーティリティ 

メーカー名：株式会社ネットジャパン 

V2i Protector は、PC のハードディスクの中身をバ

ックアップ/リカバリする Windows ネイティブなバックア

ップユーティリティ。Windows が稼動中でも、システム

ボリュームを含んだすべてのバックアップを簡単に作

成。 この商品に関するお問合せ先は電話

03-3864-5215 

・ CPR シ ス テ ム ガ ー ド  ・ CPR シ ス テ ム ガ ー ド 

Premium 

最新のシステム＆データを完全復旧 

メーカー名：メディアナビゲーション 

Windows の起動に必要なシステム情報を自動バッ

クアップ！CPR（Command Prompt Recovery）は安定

した Windows を利用するために必要なシステム情報

のバックアップを定期的に取得、保管します。 

この商品に関するお問合せ先は電話 03-5467-1541 

・完全復元 PRO3 File Recovery Professional  

世界販売本数ＮＯ.1 復元ソフト 

メーカー名：株式会社ジャングル 

1997 年米国で発売以来、全世界で販売本数

NO.1 を誇る復元ソフトがいよいよ日本初登場。クイッ

クスキャンで復元可能なデータを抽出し、後は完備さ

れたウィザードにしたがって 3 ステップで簡単復元。 

お問合せ先はメール：info@junglejapan.com 

・完全復元 PRO3 特別抹消版 

世界販売本数ＮＯ.1 復元ソフトにファイル抹消機能

を特別追加 

メーカー名：株式会社ジャングル 

誤って削除、フォーマット、ＰＣのクラッシュといった

データ消失トラブルを解決する復元ソフトに、重要機

密や見られたくない個人情報やファイルをシュレッダ

ーのように右クリックで抹消できるソフトの機能を追加

した特別バージョン。 

お問合せ先はメール：info@junglejapan.com 

・Super ファイル復活 

 誤って駆除したファイルを復活！先進技術のデータ

復元ツール 

メーカー名：株式会社インターコム 

AI 検索により、約 90 種類のファイルタイプに分類。

拡張子を知らなくても壊れていても自分の探している

ファイルを見つけることが可能。約 30 種類のファイル

タイプをプレビュー機能でファイルの内容を確認可
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能。 

商品に関するお問合せ先は電話：03-3839-6341 

 

アマチュア無線 

 
JP3YHE レピータ局の排気用シロッコファンに誘電し

て熔けたコイル部分 

 

同軸避雷器（雷サージ・プロテクター） 
第一電波工業 

同軸避雷器は内部導体がアレスターで接続された

構造になっています。このアレスターは加えられた電

圧によって抵抗値が変化するという性質があります。

送信時の高周波電力の電圧程度では抵抗値が高い

ため導通しないので、同軸避雷器をケーブルの途中

に挿入しておいても損失はありません。 

しかし雷のようにきわめて高い電圧が加わると抵抗

値が低くなり短絡状態となるので、同軸避雷器をアー

スしておけば高電圧が無線機器に加わるのを回避し、

大切な機器を破損から護ることができます。 

なお、同軸避雷器は誘導雷に対して有効なもので

すから、アンテナが直撃雷を受けないよう避雷針の併

用をお勧めします。 

 

 

CA-23RW（防雨型） ※オープン価

格 

●周波数範囲:DC～2500MHz 

●インピーダンス:50Ω 

●入出力コネクター:NJ-NJ 

●SWR:1.1 以下 

●挿入損失:0.2dB 以下 

●耐電力:200W PEP 

●外形寸法:78W×46.5H×20D ㎜ 

●重量:150g ●取付金具付属 

 

 

CA-23RS ¥3,990(税込) 

●周波数範囲:DC～2500MHz 

●インピーダンス:50Ω 

●入出力コネクター:N-R 

●SWR:1.1 以下 

●挿入損失:0.2dB 以下 

●耐電力:200W PEP 

●外形寸法:78W×41H×20Dmm 

●重量:113g 

 

 

CA-35RS ¥3,675(税込) 

●周波数範囲:DC～1000MHz 

●インピーダンス:50Ω 

●入出力コネクター:M-R 

●SWR:1.1 以下 

●挿入損失:0.2dB 以下 

●耐電力:400W PEP 

●外形寸法:66W×41H×20Dmm 

●重量:78g 

 

雷発生と雷害のメカニック 

雷発生のメカニズム 

雷には、発生メカニズムでみると熱雷と界雷が、ま

た落雷の形態でみると、直撃雷と誘導雷がある。  

熱雷 

熱雷は、夏に積乱雲(入道雲)の上昇気流によって

生じる帯電なので、夏雷とも呼ばれている。 

熱雷のモデルを図 1、1 に示す。強い日射により地

表付近の湿った空気が暖められ、上昇気流によって

積乱雲が発生する。積乱雲の中では、高温多湿の水

蒸気が断熱膨張し、氷粒(あられ、ひょう)と氷晶が形

成される。これらの粒子の温度差に起因する電荷分

離が起こり、温度の高い氷粒(あられ、ひょう)は負に、

温度の低い氷晶は正に帯電する。これらの粒子が上

昇気流と重力によって分離され、雷雲の上部は正電

荷下部は負電荷の分布となる。 

熱雷は、雷雲下部が地上高2～3kmの比較的高い

位置に発生する。 

図 1、1 熱雷の発生メカニズム 

 

界雷 

界雷は、温暖な気団と寒冷な気団の境界において、

激しい上昇気流が形成されることによって発生する

(図 1、2)。 

界雷には、寒冷前線雷と温暖前線雷がある。どち

らも湿気を含んだ温暖な気団が押し上げられるため

に、上昇気流によって雷が発生する。 

界雷は地上高数百 m の比較的低い位置に発生し、

前線の移動に伴って広い地域に影響を及ぼす。 
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図 1、2 界雷の発生メカニズム 

界雷（寒冷前線雷） 

 

界雷（温暖前線雷 

 
 

雷撃の種類 

直撃雷 

雷雲下部の負電荷に誘起されて、地表面上に、正

電荷が蓄積される。 

この地表面の正電荷と雷雲下部の負電荷によって

強い電界が生じる。通常地表面上の電界は晴天時

1OOV/m 程度であるが、直撃雷が発生するときには

50kV/m 程度になっている。 

この強い電界によって、大気が絶縁破壊すると直

撃雷となる(図 1、3(a))。 

この絶縁破壊は、負電荷が地上へ落ちてくる方向

なので、負極性の雷と呼ばれている。負極性の雷は

全体の 90%であり、残りの 10%は正極性である。 

正極性の雷は、冬季の北陸などにおいて、寒冷前

線によって発生した界雷が低い地上高のときに、雷

雲上部の正電荷と地表面の負電荷問で直接放電す

るものである(図 1、3（b))。 

図 1、3(a) 直撃雷-負極性(90%) 

 

図 1、3(ｂ) 直撃雷-正極性(10%) 

 

誘導雷 

誘導雷には、次の 2 種類がある。 

(1) 構造物などへの直撃雷によるもの 

建物、木などへの直撃雷電流によって付近に強い

電磁界が生じ、電磁誘導によって近くの通信線、

電力線に電圧が発生する(図 1。4(a))。 

(2) 雷雲間での放電によるもの 

二つの雷雲問で、正電荷と負電荷が放電すると、

通信線、電力線上に拘束されていた電荷が緩和さ

れ両方向に移動する。この電荷の移動が進行波(サ

ージ;surge)となって、ケーブルに電圧が発生す

る(図 1、4(b))。 

図 1、4(a) 誘導雷-木立への直撃による誘導雷 

 

図 1、4(ｂ) 誘導雷-雷雲間の放電による誘導雷

 

 ＜木島 均”接地と雷防護”、P13-18、より抜粋＞ 

 

アテネ五輪 

アテネ五輪（８月１３日から２９日まで１７日間）の開

幕まで、あとわずか。今回のアテネ大会は、１８９６年

に始まった近代五輪が１０８年ぶりに再びオリンピック

のふるさとに帰る、記念すべき大会となります。 

新競技 

☆レスリング・女子フリースタイル（48 キロ級、55 キロ

級、63 キロ級、72 キロ級）☆ヨット（男子スター級、女

子イングリング級 ）☆フェンシング（女子サーブル個

人 ）☆射撃・ライフル射撃（女子フリーピストル個人

25 メートル） 

投稿は毎月 25 日までにお願いします。 


