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7MHz 特集  

もうご存じのように、18MHz・24MHz が解禁されて

以来、数十年ぶりに HF 帯が変わりました！ 

135KHz が新たに加わり、1.9MHz 帯 CW のみだった

のが、データ通信も可能になりました。 

大のポイントは、一番お手軽に、日本全国・DX

も出来る 7MHz が、7000KHz～7100KHz→7000KHz

～7200KHzと100KHzと拡張されました。（7MHz帯で

運用許可を受けている無線局は、変更申請無しでそ

のまま運用可能です） 

3/30 付で運用可能になりました新 7MHz 帯ですが、

まだ拡張された周波数では、一部、AM 放送など強

力な電波が出ています。そこは、アマチュア局！ わ

ずかな隙間を見つけて交信を楽しんでいる方がすで

に沢山いました。 

さあ、これから、暖かくなってきますし、サイクル 24

も間近です。 

7MHz 帯は、これまでも、大型アンテナは、組み立て

る時に、CW か SSB の運用かを決める必要がありまし

た。 

それだけ、ローバンドでは、SWR が良好な範囲（2.

0 以下など）が少ないのが現状です。 

それが、今後、倍の 200KHz も使えるようになって

きたので、やはり、お手軽運用には、アンテナチュー

ナーが必需品になってきます。 

無線機内蔵タイプのみならず、外付けタイプも幾

つかのモデルがありますので、アンテナチューナーを

フル活用。新バンドプランで是非運用を楽しみましょ

う。 

//3.5MHz＆7MHz 帯バンドプラン拡大に関しての

対応状況// 

・第一電波工業編 3.5/7MHz 対応状況 

MDC80 2008/11/21 以後の出荷分より、対応 

MDC40HX 対応済 

HF80FX 未対応 

 

HF40FX 現行品では、7.15MHz 程度までは可変出

来ますが、7.2MHz まで対応にするには、改良が必要

です。 

※新製品 HF40FXW にて対応致しました。HV5S 7

MHz 帯調整エレメントを切断する事で、対応出来ま

す。 

HV7CX 7MHz 帯調整エレメントを切断する事で、対

応出来ます。 

BB7V 広帯域設計の為、対応可能です。(3.5/7MHz

共) 

BB6W 広帯域設計の為、対応可能です。(3.5/7MHz

共) 

BB2M 広帯域設計の為、対応可能です。(7MHz 帯) 

CP-6 7MHz 帯は、ラジアル長を変える事で対応可

能です。但し、3.5MHz 帯は未対応です。 

CP5HS 7MHz 帯ラジアル長を変える事で対応可能

です。 

CP725H 7MHz 帯ラジアル長を変える事で対応可能

です。 

KV5 現行品では未対応ですが、3.5/7MHz 帯のハッ

ト寸法を変える事で対応可能です。 

KV2 対応しています。HFV5 7MHz 帯調整エレメン

トを切断する事で、対応出来ます。 

W721 7MHz 帯調整エレメントを切断する事で、対応

出来ます。 

W735 3.5/7MHz 帯調整エレメントを切断する事で対

応可能。但し、使用する周波数が高めの場合、調整

エレメントだけでは不足する可能性があります。 

W8010 3.5/7MHz 帯調整エレメントを切断する事で

対応可能。但し、使用する周波数が高めの場合、調

整エレメントだけでは不足する可能性があります。 

WD330 広帯域設計の為、対応可能です。(3.5/7MH

z 共) 

WD330S 広帯域設計の為、対応可能です。(3.5/7M
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Hz 共)第一電波工業株式会社 

・コメット編 7.0 ～ 7.2MHz 広帯域化対応状態 

◎エレメント出入  〇エレメントカット 

型番の後の記載は、それぞれ、SWR1.5 帯域幅（特

性中心より） 変化量（1cm あたり KHz） 可動範囲（c

m）周波数可変方法です。 

移動局用アンテナ 
◎ HFB-40 ±15.0 KHz 26.5 KHz 10.0 cm エレ

メント出入 

〇 CHS-7 ±10.0 KHz 26.5 KHz 6.0 cm エレメ

ントカット 参考 

〇 HA 07 ±7.5 KHz 42.0 KHz 2.5 cm エレメン

トカット  

〇 HR 7 ±21.0 KHz 22.0 KHz 5.0 cm エレメン

トカット  

〇 CHV-3 ±7.5 KHz 42.0 KHz 2.5 cm エレメン

トカット 参考 

〇 UHV-5 ±7.5 KHz 45.0 KHz 3.0 cm エレメン

トカット  

〇 UHV-6 ±7.0 KHz 42.0 KHz 1.0 cm エレメン

トカット  

◎ CHF-10 ±12.0 KHz 10.0 KHz Max 45.0 cm

 エレメント出入  

◎ BNC750 ±3.0 KHz 40.0 KHz cm ロッド伸縮  

固定局用アンテナ  
◎ UDM-1＋UDE-721 ±10.0 KHz 45.0 KHz 7.5

 cm エレメント出入  

◎ UDM-1+UDC-E+UDC-7 ±7.0 KHz 9.0 KHz 

cm ロッド伸縮  

〇 CWA- 7 ±80.0 KHz 7.0 KHz cm エレメント

カット  

〇 CWA-840 ±75.0 KHz 7.0 KHz cm エレメント

カット  

〇 CWA-415 ±50.0 KHz 20.0 KHz cm エレメン

トカット  

〇 CWA-718 ±50.0 KHz 20.0 KHz cm エレメン

トカット  

〇 CWA-1000 ±50.0 KHz 5.0 KHz cm エレメン

トカット  

◎ VA-721 ±12.0 KHz 20.0 KHz Max 25.0 cm 

エレメント出入 参考 

◎ VA-30 ±10.0 KHz 20.0 KHz Max 25.0 cm 

エレメント出入 参考 

◎ H-722 ±25.0 KHz 15.0 KHz Max 25.0 cm 

エレメント出入  

◎ H-422 ±25.0 KHz 15.0 KHz Max 25.0 cm 

エレメント出入  

否対応 CHA-7000 ±40.0 KHz 25.0 KHz cm ラ

ジアル出入  

☆上記アンテナはチューナー「CAT-300」 併用にて

 7.0～7.2MHz 対応可能です。  

※周波数特性（代表値）の帯域幅に注意願います。  

※周波数特性は設置環境により異なります。  

アンテナチューナー類 

アイコム 

 
AT-180 

\47,040（税込） 

 
AH-4 

\52,290（税込） 

スタンダード 

 
FC-30 

\31,290 円（税込） 

 
 FC-40 

\50,190 円（税込） 

東京ハイパワー製 

H

C-100AT 

\31,290（税込） 

 
HC-200AT 

\47,040（税込） 

 
HC-1.5KAT 

\165,900（税込） 

 

コメット 

 
CAT-10 

定価 15540 円 

 
 CAT-300 

定価 31290 円 

 

7MHz 帯拡大記念イベント 

特別記念局の開設と記念 QSO パーティーを開

催   

 JARL では、このほど 7MHz 帯が「7,000－7,100kＨ
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z」から「7,000－7,200kHz」に拡大されたのを記念し

て、本年５月中旬ごろ（予定）から７月 20 日までの間、

各地方本部エリアごとに特別記念局を開設し、７MHz

帯の拡大を国内外にＰＲするとともに、７MHz 帯とア

マチュア無線の活性化を推進します。 

 また、7 月 10 日から 20 日にかけては、特別記念局

の運用に加えて、「7MHz 帯拡大記念 QSO パーティ

ー」を、JARD、CQ 出版（株）および JAIA の協賛で次

のとおり開催いたします。 

 この２つのイベントは、JARL としてこれまで悲願であ

った 7MHz 帯拡大の実現を機に、このバンドの活性

化とアマチュア無線の活性化を目的に開催しますの

で、たくさんの皆さんの参加をお待ちします。   

特別記念局を全国で同時開設  

 記念イベントの第１弾として、特別記念局を５月中

旬（予定）から全国の各エリアでいっせいに開設しま

す。コールサインは７MHz 帯の 40m バンドにちなんで、

8J１40M（予定）から各エリアごとに 8J040M（予定）ま

での全 10 局の開設を予定しています。 

 運用スケジュールや運用方法は各局によって異な

りますので、JARL WEBほかで掲載予定の運用内容

などをご覧いただき、全国展開のこのイベントを存分

にお楽しみください。この記念局では各局がそれぞ

れ異なった記念 QSL カードを発行いたします。また、

運用面では各地方本部単位でそれぞれのスケジュ

ールにもとづいて運用されます。 

 JARL 会員の皆さんが各エリアの記念局との交信を

通じて、またこの特別記念局を運用して、全国のハム

仲間と友好親善を深めていただきたいものです。   

「7MHz 帯拡大記念 QSO パーティー」 ルール  

１．開催日時   
2009 年 7 月 10 日 00 時 00 分～7 月 20 日 24 時 00

分（JST）までとします。   

２．参加資格   
国内外のアマチュア局および SWL。以下、交信等に

ついて、SWL は受信等と読み換えます。   

３．使用周波数   
 7MHz帯のうち今回拡大された 7，100kHｚ～7，200

kHｚ とし、総務省告示「アマチュア業務に使用する

電波の型式及び周波数の使用区別」によるものとしま

す。   

４．参加部門と書類提出条件等   
JA 7コールエリア部門： 日本国内の異なる7以上の

エリア（1～0 エリア）の局と交信する。JD1 は１エリアと

する。 

（コードナンバー アマチュア局：10 SWL：11） 

JA 70部門： 日本国内の異なる局70局と交信する。

 （コードナンバー アマチュア局：20 SWL：21） 

DX 7 エンティティー部門： 日本国外の異なる 7 以

上のエンティティーの局と交信する。 

（コードナンバー アマチュア局：30 SWL：31） 

DX 70 部門： 日本国外の異なる 70 局と交信する。 

（コードナンバー アマチュア局：40 SWL：41）   

  注１：複数の参加部門にエントリーでき、それぞれ

の部門に書類を提出することができる。 

  注２：移動先での交信も可とし、運用場所には制

限を設けない。また、開催期間中であれば、国内外

からの運用を可とする。 

  注３：同一局の複数のエリアから運用する局との交

信は、いずれかの１交信のみカウントできることとす

る。 

  注４：エンティティーとは、ARRL（アメリカのアマチ

ュア無線中継連盟）の定める DXCC リストにより区分

された、国、地域、島、特別区域などのこと。 

  注５：各部門とも日本国内局および日本国外局が

参加できることとする。 

  注６：MM 局からの参加はできるが、交信相手が M

M 局の場合は日本国外の局としてだけカウントできる

（エンティティーとしてはカウントできない）   

５．交信方法   
 通常の交信とし、コールサインと RS(T)レポートの交

換が完全な交信を、有効な交信とします。なお、期間

中の他コンテストでの交信も有効とします。また、「呼

び出し」として下記を使用することもできます（データ、

画像等は、電話や電信に準じる） 

電話 ＣＱ 7 メガ パーティー 

電信（データを含む） CQ 7QP 

６．交信上の禁止事項   
日本国内局にあっては、総務省告示「アマチュア業

務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」

の逸脱 

日本国外局にあっては、その国の法令に違反しない

こと。   

７．達成証の発行について   
書類提出局のうち JARL 会員局および外国局には、

記念の「達成証」を JARL QSL ビューロー経由で贈り

ます。 

達成証には参加した部門名の全てを印字します。ま

た、１．JA ７コールエリア部門および ２．JA 70 部

門においては、申請により AJD を特記いたします。AJ

D の特記の申請は意見欄に記入してください。 

４部門全てに書類を提出した全部門達成者には、「７

QP オールマスター」の称号をあたえ、達成証には部

門名の代わりに「７QP オールマスター」の称号を印字

して、その功績を称えます。  

注１：ここでいうAJD(All Japan Districts)とは、日本国

内の 10 コールエリアのアマチュア局と交信（ＳＷＬは

受信）することを表しています。   

８．特別記念局の運用について   
 本記念 QSO パーティーの開催に先駆けて、２００９

年５月中旬から（予定）パーティー終了の７月２０日ま
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で、JARL の特別記念局 8J１40M～8J040M（予定）ま

での全１０局を各エリアで運用予定です。 

 これらの局との交信も記念パーティーの有効交信と

できるばかりか、AJD 特記を狙っている方にはまたと

ない交信チャンスですので、特別記念局との交信も

お楽しみください。   

９．記念の賞品について   
 サマリーシート等の書類を提出した者の中から抽選

でJARL会員に次の賞品をプレゼントします。ただし、

本規約に違反した場合および提出のサマリーシート

等に虚偽の記載があった場合は除きます。 

 なお、抽選の結果は 2010 年 JARL NEWS 冬号（20

10 年１月１日発行予定）でお知らせいたします。 

※賞品は変更になる場合がありますので、あらかじめ

ご了承願います。 

7MHz モービルホイップアンテナ （７名） 

FM ステレオ/LW/MW/SW1-9 ワールドバンドレシー

バー ICF-SW11 ソニー製（７名） 

CQ ham radio 誌年間購読権 （７名） 

ARRL's Low Power Communication with 40-meter

 CW Cub Transceiver Kit（７名）  

 １０．書類の提出   
 ４項「参加部門と書類提出条件等」にある、交信条

件を達成したアマチュア局（SWL）は、それぞれの参

加部門ごとに、次の要領で書類を提出することができ

る。 

サマリーシート・ログシートは、ＪＡＲＬ制定またはこれ

と同形式の A4 判のものを使用し、所定の事項を記入

して提出すること。ログシートのコンテストナンバー欄

には交換した RS(T)を記入すること。 

電子ログによる申請は、 「7MHz 帯拡大記念 QSO パ

ーティーの電子ログ提出について」 のページをご参

照のうえ、サマリーシートおよびログシートをＥメール

で 7qp（アットマーク）jarl.or.jp あて送付してください

（アットマークは@に読み替えてください）。 

 なお、このほどコンテスト委員会が公開した電子提

出ソフト E-lOG Maker （ただいま 終準備中です）

をご利用の場合は、マニュアル入力、マニュアルカウ

ントで行っていただきますよう、お願いいたします。 

書類提出は各部門につき１通に限る。 

書類提出締切日  2009 年 8 月 31 日（当日消印有

効） 

提出先 

  〒170-8073 東京都豊島区巣鴨 1-14-5 

JARL（運用課）7MHz 帯拡大記念 QSO パーティー係 

・電子申請は、7qp@jarl.or.jp あてに、件名欄にコー

ルサインを入れて送信してください。   

１１．結果発表   
 JARL WEB 上に全参加局を掲載いたします。なお、

WEB 上での結果発表は２００９年秋ごろを予定してい

ますが、記念の賞品の当選者の発表は 2010 年 JAR

L NEWS 冬号（2010 年１月１日発行予定）を予定して

います。 

 

ハム 心の交信 

無線も冒険も「夢がある」 

 携帯電話やインターネットに押され、利用者が半減

したアマチュア無線。だが、シニア世代のファンたち

は、心が通う交信スタイルを愛し続け、無線技術を社

会に役立てようと試みている。    

 「各局、こちらは JR3JJE。みなさん、おはようござい

ます」。海洋冒険家の堀江謙一さん（70）は、昨年、波

の力だけで進む船に乗り、ハワイから日本まで約 780

0 ㌔を 110 日で横断した。孤独な大海原での楽しみ

の一つが、アマチュア無線家（ハム）たちとの交信だ

った。 

 出航 1 か月後。潮の流れで船が押し戻され始める。

エンジンのない船は、自然の力の前に、なすすべが

なかった。楽天家として知られる堀江さんも、「少しブ

ルーになった」という 

 

 気分の沈んだ堀江さんを、日本のハムたちが励まし

た。「1 日 3 回交信した。こともあった。世間話をしただ

けだが、少しは元気づけられたかな」。堀江さんを支

援した月刊誌 CQ ハムラジオ編集長の桜田洋一さん

（42）が振り返る。 

 「堀江さんと交信したい」という無線ファンは多い。

呼びかけが殺到すると、混信する恐れがある。このた

め、昨年の航海では、桜田さんが交通整理をした。 

 堀江さんが無線免許を取得したのは 1972 年。翌年、

世界－周の航海に出た。陸を離れて 36 日目に初め

て無線機のスイッチを入れ、久しぶりに耳にした人の

声が、とても新鮮だった。 

 この時、医師の無線クラブが、交信相手の一つにな

った。出航前に、船に積む薬のリストを渡してあった。

ひどい頭痛に襲われたとき、症状を説明すると、「あ

の薬を飲むといい」とアドバイスしてくれた。「海に出

ても、もう 1 人ではない」と実感した旅だった。その後

の航海で船が岩に乗り上げたり、横転したりするトラ

ブルに遭った時も、無線に助けられた。 
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 衛星電話が発達した今、空の状態によっては雑音

に紛れ、聞こえにくくなるアマチュア無線は、ちょっと

頼りない。でも、堀江さんには、そんな不安定さも魅

力だ。「うーんと遠くにいる人と、つながっているんだ

なあって気がする」 

 より遠くの、より多くの局と交信するために、機器を

改良したり、通じやすい時間帯を選んだり。自分なり

の目標を設定できる。 

 「アマチュア無線には夢がある。冒険と同じ

だね」 

 

転載 読売新聞 

 

電波利用料の新しい納付受託者 

平成 21 年 4 月 20 日から電波利用料のコンビ

ニエンスストア等での納付を可能になります。 

 1．概要 

 電波利用料の納付方法については、従来、金融機

関の窓口、口座振替又は電子納付による納付が可

能となっていましたが、この度総務省は、免許人等に

送付する納入告知書又は納付書（以下「納入告知書

等」という。）の種類を追加し、新たに追加した納入告

知書等をお使いいただければ、平成 21 年 4 月 20 日

から、総務大臣の指定を受けた納付受託者（コンビニ

エンスストア等）を通じて、電波利用料の納付が可能

となります。 

2．指定した納付受託者（コンビニエンスストア等）一

覧 

納付受託者名 
コンビニエンスストア

チェーン名 

株式会社エーエム・ピー

エム・ジャパン 
am／pm 

株式会社エブリワン エブリワン、RIC マート

国分グローサーズチェ

ーン株式会社 
コミュニティ・ストア 

株式会社ココストア 

ココストア 株式会社ココストアイ

ースト 

株式会社サークルKサン

クス 
サークル K、サンクス 

株式会社しんきん情報

サービス 

MMK（マルチメディアキ

オスク）端末設置店 

株式会社スリーエフ スリーエフ 

株式会社セーブオン セーブオン 

株式会社セイコーマー

ト 
セイコーマート 

株式会社セブン－イレ

ブン・ジャパン 
セブン－イレブン 

株式会社デイリーヤマ

ザキ 

デイリーヤマザキ、 

ヤマザキデイリースト

アー 

株式会社ファミリーマ ファミリーマー 

ート 

株式会社ポプラト 

くらしハウス、スリーエ

イト、 

生活彩家、ポプラ 

ミニストップ株式会社 ミニストップ 

株式会社ローソン ローソン 

コンビニエンスストア等での電波利用料の納付（納付

額が 30 万円以下のものに限る。）は、バーコード付の

納入告知書等を用いることが必要です。 

 

保証料の値上げ 

平成 21 年 6 月 1 日から保証の料金を、下記のとおり

改定されます。 

 ・免許（開局）申請の場合 4,800 円（旧料金 3,700

円） 

・変更申請の場合 3,000 円（旧料金 2,000 円） 

TSS 株式会社保証事業部 

〒112-0011 東京都文京区千石 4－22－6 

 

超小型衛星 100 基計画 

「超小型衛星」１００基打ち上げ計画、格

安画像で新産業創出 

 文部科学省と経済産業省は、超小型衛星を低軌道

に計５０～１００基打ち上げる「衛星群」づくりに着手

する。 

 災害や交通渋滞など、観測の目的ごとに機能を限

定した衛星を何基も周回させることで、観測頻度を高

め、詳細なデータを得ることが可能になる。 

 国の大型衛星は価格が高く、衛星を利用したビジ

ネスが広がらずにいた。超小型衛星は価格が安く、

目的に応じて画像を撮影することも可能になることな

どから、画像を利用したビジネスなどの新産業創出に

つながると政府は期待している。早ければ２年で「衛

星群」を構築する方針だ。政府・与党は追加景気対

策に、超小型衛星で新市場を作り、３年以内に関連

ベンチャー企業１００社を創出することを盛り込んだ。

２００９年度補正予算に両省がそれぞれ約２０億円要

求する予定。 

 衛星群の高度は約４００キロ。災害、気象、農作物

の生育状況など、様々な現象の把握に役立つと期待

されている。新素材などの 先端技術を搭載、宇宙

空間で性能を確認することで競争力のある産業技術

の育成につながる可能性もある。超小型衛星は、一

辺５０センチ、５０キロ・グラム以下を想定。衛星の本

体は同じものを使い、打ち上げ目的に応じて搭載す

る装置だけを変える。本体を量産するため、低価格、

短期間での開発が期待できるという。 

 文科省では「衛星を３、４億円で作り、当面は価格

が安いロシアのロケットなどで打ち上げたい」とする。
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経産省は「低価格なら発展途上国へ衛星を売り込め

る可能性がある」と話す。 

談）スペースデブリ（space debris）の脅威が国際的に

問題視されています。 

プロジェクト・ウェストフォードの様な批判を浴びない

ようにして欲しいものです。 

ミサイルとロケットの違い 

弾頭か衛星か 転用も可能 

 北朝鮮が人工衛星打ち上げと主張するミサイル実

験をめぐり、国際的な緊張が高まっている。 

ミサイルとロケットはどう違うのか。日本のロケットは

軍事転用につながらないか。 

飛行の仕方に違い  

 ミサイルとロケットの基本技術は共通だ。ミサイルは、

ロケットの先端に弾頭を載せた武器の呼び名にすぎ

ない。弾頭の代わりに衛星を積めば、民生用のロケッ

トになる。実際、米国のタイタンなど大陸間弾道ミサイ

ルが衛星打ち上げに転用された例は少なくない。 

 だが、違いもある。まず飛行の仕方だ。ミサイルの目

的は、遠く離れた敵に弾頭を打ち込むこと。長距離を

飛ぶ弾道ミサイルの

場合、弾頭を高度数

百キロの大気圏外ま

で運んだ後に、重力

に従って再び大気圏

に突入させ、地上に

落とす。衛星打ち上

げロケットの場合、秒

速７・９キロ程度まで加

速した後は、そのまま

地球周回軌道に乗る。この速度に達しないと、重力

に負けて大気圏に落ちる。 

 ロケット先端には軽量の覆い（フェアリング）が取り

付けられるだけだが、弾頭のカバーには大気との摩

擦で生じる高熱から核爆弾を守る耐熱性が要求され

る。迎撃ミサイルを混乱させるおとり弾をばらまく機能

を持つものもある。 

ミサイルとロケットの違い 

 

 狙った軌道に衛星を正確に送り込む技術があれば、

弾道ミサイル技術も獲得したことを意味する。逆に、

弾道ミサイルを正確に着弾させる技術があれば、小

型衛星を地球周回軌道に投入するまであと一歩と言

える。 

 北朝鮮の実験が衛星打ち上げだったとしても、弾

道ミサイル計画に関する全活動を禁じた国連決議に

違反すると非難されるのは、このような背景からだ。 

境界あいまい 

 米国の地上発射型迎撃ミサイルに搭載される体当

たり機の実物大模型。右の筒はセンサー。胴部中央

に姿勢制御用の円すい形噴射口が見える Ｈ２Ａな

どのロケットを持つ日本は弾道ミサイル技術を保有し

ていることになるのか。確かに、「日本の技術水準な

らば、開発は比較的簡単」と海外から見られている。

ただ、Ｈ２Ａの燃料に使われる液体水素は極低温で

保存しなければならず、打ち上げ直前に燃料タンク

に注入するので軍事用には不向きだ。 

 北朝鮮は、旧ソ連の古いミサイルと同じ液体化合物

燃料を使っているとみられる。もし北朝鮮が、燃料注

入が不要で、長期保存できる固体燃料ミサイルを手

にしたら……。元自衛隊でロケット燃料に詳しい久保

田浪之介・旭化成ケミカルズ顧問は「即時に発射でき、

隠しやすい固体技術を北朝鮮が手にすれば、発射

の前兆を探知しにくくなり、脅威が増す」と指摘する。 

 迎撃ミサイルの技術はどうか。自衛隊が配備した米

国製の迎撃ミサイルは、敵ミサイルの破壊に「ヒット・ト

ゥ・キル（体当たり）」という技術を使っている。 

 姿勢制御装置とセンサーを備え自律的に飛行でき

る「衝突体」を標的にぶつけるというもの。米軍は湾岸

戦争で、標的のそばで爆発する「自爆型」の迎撃ミサ

イルを使ったが、爆風では敵側の弾頭を確実に破壊

できなかった。この教訓から開発されたのが体当たり

型で、大気のない宇宙空間でも効果がある。 

 中国が２００７年１月に実験した衛星破壊兵器も体

当たり方式を用いていたとみられるほか、米航空宇宙

局の彗星（すいせい）探査機が０５年７月、高速の彗

星に衝突体をぶつけ、塵（ちり）などが巻き上がる様

子を観測したこともある。実績はあるが、標的の軌道

や速度が少し変わるだけで命中率が大きく落ちるの

で、迎撃が難しい技術であることに変わりない。 

 宇宙開発では、軍事と非軍事の境界があいまいだ。

しかし、日本のように軍事用に適さない技術を選択す

ることで、平和目的に沿った宇宙開発を進めることは

可 能 だ 。 要 は 、

使う方の心がけ

次第なのだ。 

米 国 の地 上 発 射

型 迎 撃 ミサイルに

搭 載 される体 当 た

り 機 の 実 物 大 模

型 。右 の筒 はセン

サー。胴 部 中 央 に姿 勢 制 御 用 の円 すい形 噴 射 口 が見

える 

 


