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新製品 

ビクターとの経営統合で話題になっているケンウッ

ドさんですが、今回、新型モービル機が登場します。 

144/430MHz 帯 FM

デュアルバンダ

ーTM-D710 シリ

ーズ  

位置情報やメッセ

ージの送受信が

可能なデータ通

信 シ ス テ ム

「APRS」を標準装

備することで世界中の人々とのマルチコミュニケーシ

ョンが可能。  

送信出力 50W（D710S）、1000 チャンネルメモリー、

ECHOLINK 標準対応など基本性能を充実させたうえ、

アマチュア無線の世界で標準的になりつつある画期

的 な デ ー タ 通 信 シ ス テ ム APRS （ Automatic 

Packet/Position Reporting System）に対応するなど、

GPS による位置情報やメッセージなどの多彩なデー

タ通信機能を搭載。  

144/430MHz 50W タイプ TM-D710S 

税込定価 89,040  

144/430MHz 20W タイプ TM-D710 

税込定価 83,790  

発売時期は共に 8 月下旬。  

 

製品の企画背景および概要  

 現在、アマチュア無線機器市場は全世界で 160 億

～170 億円ほどの規模とみられています。そのうち

FM モービルトランシーバー市場は、従来は高級機と

呼ばれたデュアルバンドタイプの占める割合が年々 

 

増加しつつあり、2006 年度の全世界での実績は金額

ベースで約 50%強、国内市場にいたっては台数・金

額比率がほぼ 100%と大きな割合を占めており活気の

ある市場と言えます。  

 このたび発売する「TM-D710 シリーズ」は、今年 6

月に発売を開始し好評の「TM-V71 シリーズ」の上位

モデルとなる製品で、EchoLink 標準対応など、

「TM-V71 シリーズ」で好評の機能はそのままに、

AX.25 準拠の TNC（Terminal Node Controller）を内

蔵することで、文字伝送など多彩なデータ通信を実

現。世界的標準システムとなりつつある APRS や日本

での GPS 位置情報システム「ナビトラ*4」に対応する

ことで、その機能をさらに充実させました。また、大型

パネル・大型液晶の採用により、高い操作性・視認性

を実現しています。  

 ケンウッドは、アマチュア無線分野で培った、技術、

ノウハウと、最先端技術を融合した製品により、ユー

ザーの皆様に新たな使用シーン、新たな楽しみをお

届けするとともに、「無線通信＝コミュニケーション」の

分野におけるより一層のプレゼンスの強化をめざしま

す。  

*1： TM-D710 は送信出力 20W  

*2： EchoLink は米国 Synergenics, LLC 社の登録商

標です。公式サイト http://www.echolink.org/  

*3： 1992 年に WB4APR（Mr. Bob Bruninga)が開発し

て以来、世界中で数万人のユーザーが使用している

位置情報、英文字メッセージ、気象情報などのやり取

りが可能なデータ通信システム  

*4： GPS 受信機で受信した位置情報と文字データを、

アマチュア無線機を利用し相互通信できるシステム  

 

製品の主な特長  

1.1200/9600bpsのパケット通信が可能なAX.25準

拠の TNC を内蔵  

「TM-D710シリーズ」は、AX.25準拠のTNCを内蔵し、

本体のみで APRS、ナビトラの運用が可能。また、

「TM-D710 シリーズ」をパソコン（以下：PC）に直接接

続するだけで、1200/9600bps のパケット通信が可能

です。  

2.データ通信システム「APRS」を標準搭載  

「TM-D710 シリーズ」は、データ通信システム APRS

の開発者である Bob Bruninga 氏（WB4APR）の協力

により APRS システムのプログラムを開発。このプログ
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ラムを本体に内蔵することにより、PC を必要としない

手軽な APRS 運用が可能です。また、GPS 受信機を

接続することにより位置/方向/距離などの情報を、ま

た気象観測装置を接続することにより気温/雨量など

の気象情報を、「TM-D710 シリーズ」に表示し、無線

機間でこれら情報を交換/共有することができます。

さらに、「TM-D710 シリーズ」に PC を接続すれば、こ

れらの情報を PC に出力でき、市場にある様々な

APRS アプリケーションソフトで地図上に表示すること

もできます。  

3.データ通信システム「ナビトラ」に標準対応  

「TM-D710シリーズ」は、日本でのGPS位置情報シス

テム「ナビトラ」に標準対応。コールサイン、緯度経度、

自局からの方向と距離、グリットスクエアロケーター、

着信時間などを「TM-D710 シリーズ」で表示すること

ができます。  

4.高い操作性を実現するセパレート式の大型パ

ネルを採用  

操作性と設置自由度を重視したセパレート式の大型

パネルは、各キーの機能を液晶に表示させることによ

り、多彩な機能へすぐアクセスできます。車載用には

パネルアングルを使用して、ダッシュボードへ設置、

固定運用ではベーススタンドを使用してPCの脇へ設

置と 2 種類のパネル設置台を同梱しました。  

5.2 色のバックライトの選択が可能な大型液晶を

採用  

視認性を重視した大型液晶は、アンバー/グリーンの

2 色のバックライトの選択が可能。また、様々な設置

環境を考慮し表示のコントラスト可変、ネガポジ反転

にも対応しています。  

6.送信出力 50Wでゆとりのハイパワー（TM-D710S）  

送信出力は HI/MID/LOW の３段階から選ぶことがで

き、VHF/UHF ともに最大 50W のハイパワー運用が

可能になります。（TM-D710 は VHF/UHF ともに

20W）  

7.同一バンド内 2波同時受信（V×V、U×U）機能

を搭載  

144MHz 帯と 430MHz 帯の 2 波同時受信機能に加え

て、同一バンド内の 2 波同時受信機能を搭載しまし

た。例えば、コールチャンネルとローカルチャンネル、

レピータとローカルチャンネルのように、144MHz 帯お

よび 430MHz 帯で同一バンド内の 2 波同時待ち受け

が可能です。  

8.余裕の 1000 メモリーチャンネルを装備  

通常のメモリーチャンネルは 1000 チャンネルに対応

（全チャンネルがスプリットメモリー対応）。さらにプロ

グラムスキャンは 10 種類までメモリー可能です。すべ

てのメモリーチャンネルに最大 8 文字（英数字）まで

のメモリーネームを、周波数とともに登録することがで

きます。  

9.ノード局（アクセスポイント）に簡単アクセス、

EchoLink メモリー  

最大 10 個の EchoLink 専用 DTMF メモリーに、コー

ルサインとノード番号、制御コマンドなどを登録するこ

とができます。また、コールサイン・DTMF 自動変換

機能により、EchoLink で使用される"Connect by call"

や"Query by call"も簡単な操作ができます。さらに、

メモリーコントロールプログラム「MCP-2A Ver2.0」を

用いて EchoLink メモリーの管理も可能です。なお、

無線機から EchoLink のノード局にアクセスするだけ

の場合は、専用ソフトウェアやコールサインの登録な

どは必要ありません。（PC との接続にはオプションの

プログラミングケーブル「PG-5G」または PC インター

フェースケーブルキット「PG-5H」が必要です）  

10.EchoLink Sysop モード機能で、ノード局運用

が可能  

「TM-D710 シリーズ」と、EchoLink ソフトウェアをイン

ストールした PC とを接続して EchoLink のノード局を

簡単にセットアップできます。（PC との接続にはオプ

ションの PC インターフェースケーブルキット「PG-5H」

が必要です）  

 

温暖化で北極の氷ピンチ！ 

☆ 北極海で面積過去最小、予測以上 ☆ 

 北極海の氷の面積が１９７８年の観測開始以来、過

去最小になっていることが海洋研究開発機構などに

よる衛星観測で１６日、分かった。地球温暖化による

海水温度の上昇などが原因とみられる。氷は９月中

旬まで減少が続く見通しで、国連の「気候変動に関

する政府間パネル」（ＩＰＣＣ）の予測より３０年以上も

速いペースで解けている可能性が大きい。 

 観測チームは、米国の衛星に搭載されている宇宙

航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の電波観測装置のデー

タから、北極海の氷の面積を計算。今月１５日の面積

は、過去最小だった２００５年９月より０・１５％少ない５

３０・７万平方キロメートルに縮小したことが判明した。 

 このまま推移すると、今夏の面積は過去最小を大

幅に更新し、ＩＰＣＣ第４次報告書が指摘した２０４０～

２０５０年の予測値に早くも到達する可能性があるとい

う。 

 北極海の氷は春から夏にかけて減少し、秋以降は

増えるパターンを示す。今年は６月まで例年と同じ傾

向だったが、７月から例年を上回るペースで減少が

続いていた。 

 北極海ではここ数年、海面水温の上昇が続いてお

り、今夏は２０００年以降で最も高い。この影響で、例

年は厚い氷で覆われるカナダ沿岸部で春先から氷

が薄くなり、夏から解け始めた。 

 氷の面積が減ったことで太陽光を反射しにくくなり、

水温がさらに上昇。また、シベリア沖に停滞する低気

圧からの風で氷が大西洋に流出し、減少が加速した

という。 

 観測チームは「氷の減少は、これまでもＩＰＣＣの予
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測を上回るペースだったが、今年は特に著しい。地

球温暖化と何らかの関係があるのは確かだ」としてい

る。 

 

【概要】 

海洋研究開発機構（理事長 加藤康宏、以下

JAMSTEC）及び宇宙航空研究開発機構（理事長 

立川敬二、以下 JAXA）は、海洋・大気観測データ、

衛星観測による海氷データを共同で解析した結果、

北極海における海氷面積が、過去最小を記録した

2005 年夏を大幅に上回るペースで減少し、8 月 15 日

に1978年から開始された衛星観測史上最小となった

ことを確認しました。海氷の減少は、9 月中旬まで続

き、海氷面積はさらに大幅な減少となる見込みです。

この海氷の減少は、IPCC 第４次報告書で予測されて

いる北極海での海氷の減少を大幅に上回るもので、

このような観測と予測の大きな差は、予測モデルでは

北極海で起こっている現象が十分に表現されていな

いことの現れであると考えられます。 

図 1、参考写真：

本年８月６日時

点の北極海氷の

状況 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

JAXA が開発・運用している改良型高性能マイクロ

波放射計AMSR-E（アムサー・イー）※1による海氷密

接度の観測データ、可視画像を解析した結果、  

 

(1) 7 月以降、各月日の北極海での海氷面積の最小

記録を継続して更新していること  

(2) 8 月以降シベリア沖に発生し停滞する低気圧の影

響で海氷の減少が加速していること  

(3) 8 月 15 日北極海全域での海氷面積が観測史上

最小になったこと  

(4) このままのペースで減少が続けば、IPCC の予測

を大幅に上回り、2040-2050 年の予測値に達する可

能性があることが判明しました。（図２、図３）  

 

 
図２．AMSR-E が捉えた最近 2 年間（2005、2006 年）の年間最

小時北極海の海氷状況と 2007 年 8 月 15 日の海氷状況（赤

枠内は、海氷融解域（図 4 参照）を示す） 

2007 年 8 月 15 日、過去最小を記録した 2005 年 9 月の分布

よりも小さくなっており、特に北米沖、東部シベリアの北方海域

において、北極点方向に著しい海氷の後退が見られる。 

 

【推定原因】 

北極海で JAMSTEC が現在実施している船舶観測

データ、継続的に行っている漂流ブイ（JCAD、POPS

※2）観測のデータ、大気データ等を総合的に解析し

た結果、本年の海氷減少を加速させている原因とし

て、 

(1) 本年は、アラスカ沿岸のみならず、カナダ側の北

極海沿岸でも海氷の減少が確認されており、沿岸域

からの摩擦を受けにくくなり大規模なスケールで海氷

が動きやすい状態になっている。このため、沿岸付

近で作られたばかりの脆く融けやすい氷が北緯 80 度

を越えて北極海内部にまで広がったこと  

(2) 北極海内部に広がった脆く融けやすい氷が早期

に融解したことにより、太陽の日射を吸収することで、

海洋の加熱が進み、さらに海氷減少が加速されてい

ること  

(3) 北極海から大西洋に放出される海氷が増加した

ため、北極海内部の海氷が減少したことが推定され

ます。（図４）  

図 4．海氷融

解域（アラスカ

沖 ： 北 緯

73.5-76 度 、

西経 145-155

度【図 2 の赤

枠 領 域 】 ） に

おける海洋表

層水温と塩分

の経年変化 

 表層海水温

の 温 暖 化 が

進行しつつあ

り、今夏の状

態は、2000 年

以降最も高温

である。また、

高 温 化 に 伴

う、海氷融解 
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も進行しており、表層塩分の著しい低下（※）が観測された。 

※海氷にはほとんど塩分が含まれない為、融解すれば、海洋

の塩分が低下する。 

なお、北極海の海氷密接度の最新画像および過去

に観測された画像は、JAXA が米国アラスカ州立大

学北極圏研究センター（IARC）に設置している

IARC-JAXA 情報システム（IJIS）を利用した北極海海

氷モニターweb ページ上で日々更新を行い、公開し

ております。 

※1:  

AMSR-E（アムサー・イー）  

米国地球観測衛星 Aqua（アクア、2002 年 5 月打

上げ）に搭載された高性能マイクロ波放射計。地

球から放射される微弱な電波を観測することで、

海氷をはじめ、海面水温、水蒸気、降水などを昼

夜の別なく天候にも左右されずに計測することが

可能。 

現在、後継センサである AMSR2(GCOM-W1 に搭

載）の開発を、2011 年度の打上げを目指して計

画中。  

※2 

J-CAD（JAMSTEC Compact Arctic Drifter）：  

水深２５０ｍまでの水温・塩分及び海流、北極海

海氷上の気温、気圧等の自動観測を行うブイ。北

極海氷に設置し海氷の漂流とともに広域の観測

が可能。JAMSTEC が独自開発し、2000 年から

2005 年まで使用。2006 年以降は、次世代のブイ

である POPS を展開。  

POPS（Polar Ocean Profiling System）： 

北極海多年氷海域でアルゴフロートによる観測を

可能にした観測システム。海氷に取り付けたプラッ

トフォームからケーブルを吊り下げて、そのケーブ

ルにアルゴフロートを取り付けている。アルゴフロー

トはこのケーブルに沿って上下し、水深 10～

1,000m の間の水温・塩分観測を行う。  

 

ゴリラの祖先、新種の化石発見 

ゴリラと人間の分岐点、定説はるか以前？  

 アフリカ東部エチオピ

アの約 1000 万年前の

地層から、ゴリラの祖先

とみられる新属新種の

類人猿の歯の化石を

発見したと、諏訪元（げ

ん）東京大教授やブル

ハニ・アスフォー・エチ

オピア地溝帯研究施

設長らの調査隊が 23

日付の英科学誌ネイ

チャーに発表した。 

 アフリカのチャドでは、

700 万～600 万年前の

最古の人類「サヘラントロプス」の頭骨化石が見つか

っている。しかし、人類に進化する直前の類人猿が

存在した 1200 万～700 万年前の化石は、ケニアで発

見された約 950 万年前の「サンブルピテクス」の上あ

ご化石以外、ほとんど見つかっていない。新化石は、

現代の類人猿に直接つながる最古の化石とみられ、

当時の進化を解明する重要な手掛かりとなる。 

 また、人類と類人猿の遺伝情報解析では、人類に

至る過程で、1400 万～1300 万年前にオランウータン、

約 800 万年前にゴリラ、600 万～500 万年前にチンパ

ンジーが分かれたとの見方が有力だった。今回の発

見で、ゴリラとの分岐年代が 200 万年さかのぼり、オラ

ンウータンの分岐年代も 2000 万年前ごろだった可能

性が浮上した。  

 

“がばい旋風”で初の全国制覇 
  
逆転で優勝し、投手

の久保（右から３人

目）に抱きつく佐賀

北ナイン＝甲子園 

  

 

 

 

 第８９回全国高校野球選手権大会最終日・決勝（２

２日・甲子園）、まさに、ミラクル-。佐賀北（佐賀）が５-

４で、広陵（広島）に逆転勝ちし、２度目の出場で初

の全国制覇を果たした。七回まで１安打で０-４の劣

勢。八回に押し出し四球で１点を奪い、直後に副島

浩史内野手（３年）が劇的な逆転満塁弾を放った。佐

賀北は佐賀県勢として１３年ぶり、公立高としては９６

年の松山商（愛媛）以来１１年ぶりに深紅の優勝旗を

掲げた。 

 ベンチから飛び出す選手たちを見届けると、隣にい

た吉冨部長と固く抱き合った。「夢じゃないよな」。劇

的な初優勝に、百崎敏克監督（５１）は身震いした。 

 公立の進学校だが、百崎監督は０１年に神埼（佐

賀）を春夏甲子園出場に導いた経験から、常に全国

を意識した。「佐賀といえば佐賀商。それと並ぶくらい

のチームにしたいと思った」。 

 まず文武両道を徹底させた。「テスト前は缶詰めに

して勉強させる。そうすると試験が終わって野球がし

たくなる。これは作戦」。サッカー部と共用のグラウン

ドで、午後７時３０分までの練習。限られた時間の中

で、実戦よりも基礎体力強化を優先した。「体力がな

ければ精神力は生まれない」との信念からだ。 

 もう一つ、指揮官の信念が実った。「観客が味方に

なるような試合をしよう」。言葉通り、大観衆の声援に

後押しされた優勝だった。 

 

 


