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台風９号（8/9～10）による豪雨被害に見舞われた兵庫県佐用町。また、８月 11 日早朝

の静岡・駿河湾沖地震（最大震度 6 弱）により住宅の半壊・一部損壊をはじめとした大き

な被害を受けられた、被災地の皆様には心よりお見舞いいたします。 

東海支部長 JM2MZM 芹沢 功司氏から、会員は全員大丈夫ですので、ご安心下さい

との連絡を頂いています。 

 

 

新型インフルエンザ流行入り 

6 月 12 日 WHO において、フェーズが 5 から 6 に

引き上げられた新型インフルエンザが全国的に流行

しており、8 月 19 日、厚生労働大臣より、本格的な流

行がすでにはじまっているなどのコメントが出されまし

た。 

ワクチンに関しては当面、供給量に限りがあるので、

栄養や睡眠を十分にとり体力をつける、外出後は手

洗い・うがいの励行、症状が出た場合のマスクの着用、

外出の自粛。 

また、糖尿病やぜんそくなど基礎疾患がある場合は

重症化する可能性があるとして、「病気をお持ちの方

や、現在、妊娠されている方は、かかりつけ医に相談

等をして下さい。 

 
 

無くならない混信問題 

今日は、JP3YHE レピータ局（439.95MHｚ）

の通りが悪い？ 

この所、JP3YHE（430MHｚ）に繋がらない時が時々

有り、不思議に思って、TX（入力）周波数の 434.95M

Hz を覘いてみても誰も運用している気配は有りませ

ん。 

もしかして、近接周波数からの抑圧を受けているの

かなと思い、5MHｚ UP の 434.96MHz を覘くと、何と

ダンプカー二台が、阪神高速三号神戸線でコールサ

インを言わずに、「今、カンカンに乗るところ等・・・」レ

ポートの交換しているでは有りませんか。 

ご存じの通り、レピータ周波数帯でのシンプレック

ス交信は禁止されており、また、三エリア内には、439.

96 MHz のレピータ局は設置されておりません。 

このように、抑圧を受けてレピータ局が使用できな

い時、貴局なら以下のうち、どの様な対応策を取りま

すか。 

対応策 

1：彼らが交信を終わるまで我慢して待つ。 

2：80 条報告書を提出する。 

3：彼らに迷惑がかかっている旨を伝える。 

想定される問題点 

1：既成事実化されて、多くの局？が蔓延る。 

2：現状、相応性に欠け、成果は望めそうにない。 

3：暴言を吐かれる事があり、不快感が残る。 

私は、何時も「3：彼らに迷惑がかかっている旨を伝

える。」を心掛けて居り、今回も、混信している旨を伝

えました所、快く QSY してくれました。 

しかし、この様な、混信問題は今後とも無くならな

いと思われます。 

他人任せで知らん振りをするのではなく、各局個

人でも気長にその都度、言葉での対応が取れるよう、

なお一層の努力が必要かと思います。 

ｄｅ 長澤 道一 
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新製品情報 

東京ビッグサイト西２ホールでのハムフェア 2

009 で発表された新製品。 

アイコム IC-9100 

HF/50/144/430/1200MHz オールモード IC-9100

シリーズ 

 

おもな特徴 

・HF オールバンド＋50MHz＋144MHz＋430MHz＋1

200MHz をオールモードでカバー。（1200 はオプショ

ン） 

・32 ビット浮動小数点 DSP＆24 ビット AD.DA コンバ

ーターを搭載。 

・3 つ（15/6/3kHz）の 1stIF フィルターを搭載可能。 

・D-STAR の DV（デジタル・ボイス）モードに準拠。 

・簡単な操作で衛星通信に対応できるサテライト専用

モードを搭載。 

・オートアンテナチューナー（HF＋50MHz）を標準装

備。 

スタンダード FTM-350 

 発売はもうしばらく先になりそうです。 

 

主な特徴。 

144/430MHz、2 波同時受信モデル 

・L バンド、R バンド自由な組み合わせで同時受信、

フルデュプレクス動作が可能。 

・フロントパネル、本体完全分離のフレキシブルセッ

ティングモービル 

・フロントパネルにマイク、PTT、2 ピーカー実装、Blue

tooth（オプション）の実装により、ハンズフリー運用が

可能。 

・フロントパネルにオプションの GPS アンテナを実装

すると、位置情報の確認及び APRS 機能により、自局

位置情報の送信、相手局との方向、距離等を通信し

ながら表示が可能。 

・メモリーした地点に近づくとアラームでお知らせ 

・目的の信号を早く見つける高速バンドスコープ機能 

・APRS 機能を利用したメッセージの送受信 

・オプションのボイスガイドユニットによる音声読み上

げなど 

FT-7900/H 

 

セパレートケーブル付属、DTMF マイクが初期付属、

可変型空線スケルチ対応、TNC、APRS、WIRES 用 D

ATA 端子をもちます。FT-7800 の多機能型モデル。 

144MHz シングルモービル機 FT-1900/H 

 

  久々のシングルモービル機。ゆくゆくは 430MHz

も出ると思われます。 

大音量3Wスピーカー、ワンタッチロック、広帯域受信

1136-174MHz 対応、CW トレーニング機能、ARTS 機

能、こちらもDTMFマイク付属。へビューデューティー

仕様、不要な機能を削りながらも、高性能を維持。 

東京ハイパワー HT-200 
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周波数範囲：1.8～54MHz 受信周波数範囲：0.5～5

4MHz 電波形式：SSB、CW、AM、FM 消費電流：送

信時最大 3.5A、受信無信号時 0.5A 外形寸法：15

4(W)×56(H)×176(D)（突起物は含ます）重量：1.8kg

（オプション、バッテリーを含ます） 送信出力：HF 10

W、50MHz 10W 受信方式：ダブルスーパーヘテロ

ダイン  その他の機能：QRP(1W)、ノイズブランカ、P

O/ALC/SWR メーター、RF-ATT/プリアンプ、スプリ

ット機能、内蔵キーヤー 

 

４基の衛星トラブル 

４基の衛星トラブル、次は教訓生かす 

  大学や民間企業が開発した６基の小型衛星が今

年１月、Ｈ２Ａロケットで打ち上げられてから半年が過

ぎた。 

 宇宙航空研究開発機構が公募し、大型衛星に相

乗りさせた初の試みだったが、交信が途絶するなど４

基が厳しい試練に見舞われた。それでも「教訓を生

かして次こそは」と開発熱は高まる一方だ。 

 東大阪宇宙開発協同組合の「まいど１号」と東京大

の「ひとみ」は、すべての実験を成功させた。まいど１

号は宇宙機構の全面的な支援を受け、ひとみも東大

３基目の小型衛星で、豊富な経験が成功につながっ

た。 

 
ＫＵＫＡＩ 

一方、香川大の「ＫＵＫＡＩ」は、親機と子機が５メー

トル伸ばせるひもでつながった親子衛星で、分離・合

体の実験を行う予定だったが、ひもが数センチ～数

十センチしか伸びず、巻き取り機能の不具合で合体

もできなかった。 

 都立産業技術高専の「輝汐(きせき)」は打ち上げ３

日後に交信が途絶え、コントロール不能に。検証の

結果、コンピューターの誤動作と判明した。東北大の

「雷神」も当初順調だったが、１２日後に姿勢制御用

の金属棒を伸ばしたところ、交信できなくなった。太

陽電池パネルに金属棒の影が落ち、予想以上の電

圧低下が起きたらしい。情報システム会社ソラン（東

京都）の「かがやき」は打ち上げ後、全く交信できない

状態が続く。 

 しかし、失敗の中で自信を深めたという声は多い。 

 香川大の学生は「力を注いだロケットへの搭載技術

を確立できたのが最大の収穫。次からは衛星本体の

開発に全力投球できる」と喜び、都立産業技術高専

の石川智浩・准教授も「プログラム書き換え機能など

を付けて次は万全を期す」と意気込む。東北大の吉

田和哉教授は「順調だった運用当初より、トラブル後

の方が勉強になった。すべての教訓を計画中の２号

機に生かす」と意欲をみせる。 

 

小型衛星の実件結果 

名称 主な研究機関 

雷神  東北大 

まいど１号 東大阪宇宙開発協同組合 

かがやき 情報システム会社「ｿﾗﾝ」 

輝汐 都立産業技術高専 

KUKAI 香川大 

ひとみ 東京大 

 

主な実験 

衛星の電波

状況 

送信 受信

×高層大気の発光現象観測 
○地球の撮影 

△ × 

○雷撮影 

○地球の撮影 
○ ○ 

×オーロラ写真撮影 

×宇宙ゴミの検出 
× × 

×火薬を用いた宇宙空間移動 

△モールス信号による交信 
△ × 

×子機の姿勢制御 

○地球の撮影 
○ ○ 

○望遠鏡を用いた地上撮影 

○伸展式望遠鏡の展開 
○ ○ 

斜め文字：最重要実験 △：一部成功 

 

通信・放送融合へ法集約化 

通信・放送融合へ法集約化 縦割りから横断型

に 

 総務省は 10 日、情報通信審議会の検討部会に、

通信・放送分野の法体系を抜本的にあらためる答申

案を提出した。両分野の垣根を取り払い、業態を横

断する「伝送設備」「伝送サービス」「コンテンツ」の 3

分野に再編し、関連法を集約化する。通信と放送の

融合が進む 10 年以降のデジタル化時代をにらみ、

新たなサービス展開や新技術の発展を後押しする。 

 同審議会で了承を得た上で、来年 1 月の通常国会

に法案を提出、11 年施行の予定。現在は地上波テレ

ビやケーブルテレビ、ラジオ、電話など「縦割り」の法

律が 10 本程度あるが、1-3 本に簡素化される見通

し。 
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 答申案の最大の特徴は、放送用に割り当てられた

電波を通信にも利用できるようにした点。 

 また、現在は番組製作と放送設備の運営を一括し

て行うテレビ局に免許を与えているが、答申案ではそ

れぞれ個別に認定する。放送設備を持たなくても放

送事業への参入が容易になることが期待される。 

 

野球とソフトの復活ならず 

国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は 13 日、ベルリンで

理事会を開き、東京が立候補している2016年夏季五

輪で追加する 2 競技をゴルフとラグビー（7人制）

に絞り込んだ。 

 検討されたのは、ゴルフとラグビーのほか、野球、ソ

フトボール、空手、スカッシュ、ローラースポーツの計

7 競技で、12 年ロンドン五輪で実施競技から外れた

野球とソフトボールの復帰はならなかった。 

 候補に残ったゴルフとラグビーは 10 月のＩＯＣ総会

で過半数の票を得れば、実施が正式に決まるが、1

競技のみや追加競技なしの可能性もある。 

 実施競技の絞り込みは、約３時間に及ぶ議論の末、

異例の投票にもつれ込んだ。ゴルフについては、石

川遼選手が、実施競技に採用された場合に出場した

い意向を示している。 

 

地デジの真実 
 
マスコミが

地デジの真

実伝えぬ理

由をブロガ

ー明かす 

 「東京イラス

ト写真日誌」

と い う ブ ロ グ

の、「マスコミ

が地デジの真実を伝えないわけ」と題されたエントリ

ーがネットで話題となっている。 

 エントリーによると、地上デジタル放送への移行に

は、莫大な費用がかかるという。その費用とは、「アナ

アナ変換（アナログ放送局の周波数をデジタル放送

用に周波数をあける装置）」を全国規模で行うのに必

要な2000億円以上に加え、地デジ対応テレビを買え

ないとされる貧困層 260 万世帯へのデジタルチュー

ナーの無償支給が約 600 億円だそうだ。 

 これらの費用は、すべて国庫、つまり国民の税金か

ら支払われるという。にもかかわらず、マスコミが真実

を伝えない理由とは、本来マスコミが負担するべき

「アナアナ変換」にかかる費用を、総務省が、国庫か

ら負担すると発表したからであり、「テレビ局側は、

『自分たちが負担しなくていいのなら』とあっさり地デ

ジ推進を容認した」と説明する。 

 著者は「テレビ局に不利なことは、絶対テレビでは

報道されない。新聞もテレビ局と同じ経営者だから、

やはり報道しない」と断言している。 

 このブログに関しネットでは、「凄い。ネットならでは

のご意見番。素晴らしくスッパリとカラクリを説明してく

れています」などのコメントが寄せられている。 

 

ＮＴＴが落雷予報 

落雷「１０～３０分後」確率５０％ 

ＮＴＴは、雷が落ちる地点を予測して自治体や企業

に情報提供するサービスを、早ければ来年度にも開

始する。 

 雨雲の動きや気温、湿度、気圧などのデータから、

１０～３０分後に落雷の危険性がある地点を２・５キロ・

メートル四方の刻みで予測、的中確率は５０％程度と

いう。 

 気象レーダーによる雨雲の観測情報などをもとにコ

ンピューターで雲の動きを計算、落雷の原因となる積

乱雲の発生を予測する。落雷がありそうだと、自治体

や企業の防災担当者の携帯電話にメールで通報、

担当者は専用のホームページで詳しい予測地点を

確認する。企業ではゴルフ場などの利用を見込んで

いる。 

 ７月末に岡山県新庄村で実証実験を始めた。９月

末まで実施し、成果を確認した上で気象庁に予報業

務の許可を申請する。利用料金等は今後検討する。

電気通信設備への落雷被害は毎年、１０００～２０００

億円規模で出ている。迅速な保守点検を行うために

ＮＴＴの環境エネルギー研究所（東京都武蔵野市）が

続けてきた研究開発の成果をビジネスに転用する。 

 落雷の発生時間や地点を正確に予測するのは難し

く、気象庁は雷注意報を発生想定時刻の３～６時間

前に出している。丸１日出し続けることも珍しくなく、

気象庁では「的中率５０％という数字は、情報の使い

方によっては防災上、非常に有効」と話している。 

 
 

 


