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今時の技術屋とは 

先日、雷サージの影響を受けたと思われる、無線

機の電源が入らないという現象が起こりました。 

まずは、原因把握と思い、マニュアル書に書かれ

ている手順で、ヒューズ等の点検をしても、異常は見

つからず、処置が不可能なので、メーカーに修理依

頼に出す事にしました。 

数週間後に、「電源の故障です」との返答が有りま

したので、故障個所の修理を依頼しました。 

後日、届いた修理見積書を見て驚きました。なんと

故障個所だけの部品の取替交換ではなくて、その個

所のユニット毎の交換処理でした。 

私の記憶では、故障した箇所の部品のみを取替え

交換してくれるのが修理と思っていましたが、今は違

っていたのですね。 

現在の無線機の修理とは、不具合が出た箇所を

探し出し、そのユニット毎に取替え交換するだけの単

純作業を指すのですね。 

昔の良き時代みたいに半田ごてを持って、悪い個

所の部品だけを修理をする職人の姿は、もう見られな

くなっていたのですね。 

ねじ回しを片手にネジを回して、ユニット毎を交換

する姿が現在の主体になっていたのです。 

時代の流れですので仕方がないですが、これで、

技術料が 1 万何千円。車の修理工賃と比べたら、割

高感が睨めない。 

職人技の姿を懐かしむのは懐古主義かな。 
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雷サージの侵入を水際で防ぐ 
 

 

誘導雷サージの対策法を見ていこう。対策の第一

歩は、誘導雷サージがどこから自宅に侵入してくるの

かを知ることからだ。一般に誘導雷サージは、電力線

を伝わって侵入すると言われている。  

コンセントを抜くだけでは不十分である。理由は、

電力線以外からも誘導雷サージは侵入するためだ。

とくに電話線につながっていたモデムが壊れたという

話はよく聞く。運が悪いとモデムとつながっているル

ーターにまで被害が及ぶこともある。CATV を利用して

いる方は、テレビやテレビ機能内蔵パソコンとつない

でいる同軸ケーブル（アンテナ線）にも注意したい。

電力線ほどではないが、誘導雷サージが侵入する可

能性がある。早い話、外部とつながっている線は、す

べて雷サージの侵入経路になり得るということだ。  

と言っても、外部との導線を完全に遮断することは

不可能。対策としては自宅内、それもコンセントや各

端子と家電製品の間に、雷サージを防ぐ機器（サー

ジプロテクター）を設置するしかない。市販されている

サージプロテクターには、コンセントに挿して使うタイ

プや、電源の延長ケーブル（電源タップ）タイプがあ

る。安いものだと 500 円くらい。電源タップタイプでも

2000～3000 円くらいで購入できる。同軸ケーブルや

電話回線にも対応する高機能な製品になるとぐっと
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高価になり、実売価格で1万円以上。そこまでの対策

は講じないにしても、電力線の誘導雷対策だけは押

さえておきたい。  

まぁ、直撃雷は無理としても、誘導雷対策として、

気休めに過ぎないかもしれませんが、レピータ機器

用に、テーブルタップに「雷バスター」と「OA タップ」を

差しています。 

 

 

[雷バスター

60,000V]\800 

●差し込むだけでお使
いのタップが雷サージ
付タップになります。 

●雷サージフィルター
が雷などの過電圧から
接続機器を保護します。 

 

 

[エレコム OATAP KT-180] 

\1,050 

サージ吸収素子内蔵で雷

サージから接続機器を守

る、2P式 2個口の雷サー

ジ対応 OA タップです。

12500V（最大サージ電圧）

を制限電圧 470Vに抑えま

す。 

※直撃雷を受けた場合は

保護できません。 

 

【雷サージ】 

雷サージは、雷の影響により発生する過渡的な異常

高電圧、すなわち「雷大波電圧」（雷サージ電圧）、そ

の結果流れる過渡的な異常大電流「雷大波電流」

（雷サージ電流）のことをまとめていう。 

 

ＶＫ3ＫＩサイレント・キー 
ＪＡ1ＡＮ原 昌三 

50MHz の近況 

 毎月書いていますが。 サイクル 24 になっても、太

陽黒点は元気がありません。せっかくの上昇期なの

で、皆の期待に沿ってせめて 120 くらいまで上がって

もらいたいものです。 

マイケル・オゥエン氏 サイレント・キー 

オーストラリア無線連盟（ＷｉｒｅｔｅｓｓＴｎｓｔｉｔｕｔｅｏｒＡｕｓ

ｔｒａ】の会長であり、ＩＡＲＵ（国際アマチュア無線連合）

第 3 地域理事会の議長でもあるＶＫ3ＫＩマイケル・オ

ゥエン氏（写真）が、9月 22日に急逝されました。 

 オゥエン氏は奥さまと共に、昭和 50 年ごろからよく

来日され、またそのころより第 3 地域総会や、ハムフ

ェアなどにも積極的に参加されていた親日家でありま

した。オゥエン氏のご冥福を．心よりお祈り申し上げま

す。 

各国ハムベンションの思い出 

 デイトンに最初に行ったのは、デイトン・ハムベンシ

ョンのような催しを日本でも行いたいとの思いからでし

た。デイトンの思い出というと、遠い異国の地にある会

場を訪れたところ、展示場の真ん中にアイコムの井上

社長（当時）が座っておられて、びっくりしたことを覚

えています。 

 以来 40 年、日本のハムフェアも立派なものになり．

デイトンか東京かと言われるようにもなって喜んでい

ます。 

 また、イギリスのハムフェアへ行ったときのこと、会場

にエディンバラ公（英国馬術連盟の会長でもあった）

が来られており、私は当時、日本馬術連盟の会長で

したので、「馬術とラジオは何か関係があるのかな？」

と周りの人に聞かれたものです。 

 ドイツでは、ボーデン湖の湖畔に位置するフリードリ

ヒスハーフエンで．ハムベンションが開かれています。

こちらでは、日本でもアメリカでもなかなか見ないよう

な、すばらしいジャンク品がたくさん並んでいました。

興味のある方はぜひ一度行かれてみてはと思いま

す。 

 また、ボーデン湖上は飛行船の駐車場のようになっ

ており、よくある、葉巻型でなく、四角い羊羹型の飛

行船が係留されていました。さすがドイツ、変わったも

のが多いなと感心したものです。 

 
 

Windows 8のアップグレード 

Windows 8の発売日が、数週間後に迫っている。ビジ

ネスやプライベートで Windowsを利用しているユーザ

ーは、最新 OS にアップグレードするか、はたまた、現

行 OS を使い続けるかの決断をする時期だ。とはいえ

現時点では、Windows 8 の「モダン UI」やタッチ・スク

リーン・インタフェースに心を動かされないユーザーも

いるだろう。しかし、そうだったとしても、あえて言いた

い。「Windows 8にアップグレードすべきだ」と。以下、

その理由を、5つほど挙げてみよう。 
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【その 1】価格が激安 

  Windows 8のパッケージ版は 10月 26日に発売さ

れる。しかし Windows ユーザーの多くは、パッケージ

版を購入してアップグレードしない。SOHO などの小規

模オフィスユーザーでも一般ユーザーでも、OSのアッ

プグレードのタイミングは、最新の PC を購入した時だ。

もちろん、PCには OSの価格も含まれている（そして正

規価格より値引きされている）。  

 Microsoft は Windows 810+ 件 Proへのアップグ

レード版を、39 ドル 99 セントで販売する。さらに、今

回は 3世代前に相当する Windows XPからでもアップ

グレードできるようにした。インストール方法も、過去

の OS とは比較にならないくらい簡単だという。  

 現在 Windows 7を利用しているユーザーにとっても、

Windows 8 のほうがすぐれているといえるだろう。もち

ろん、Windows 7が稼働している PCであれば、ハード

ウェア要件も問題ない。  

【その 2】クラウドとの連携機能がスゴイ 

  Microsoft は Windows 8 を、「クラウドを念頭にお

いたOS」と位置づけており、クラウド環境との連携が強

化されている。それはログオン認証で実感できるだろ

う。 

  Windows 8 のログオン認証は、「Microsoft アカウ

ント」を利用する。すでに持っている Windows Liveサ

ービスのアカウントとパスワードを使用することも可能

だ。これにより、アプリケーションや各種設定は、ロー

カル PC ではなく、クラウドに同期される仕組みだ。ユ

ーザーは他のマシンから Windows 8にログオンしても、

自分の設定が利用できる。つまりどのマシンからログ

オンしても、自分の環境で作業できるというわけだ。 

 

ログオン認証には「Microsoft アカウント」を利用する 

【その 3】復元と初期化が簡単に  

 長年 Windows を利用していれば、一度ぐらいはトラ

ブル・シューティングや前の環境に戻すために、OSの

再インストールした経験があるだろう。Windows 8では、

この復元／初期化の操作が、かなり簡単に実行でき

るようになっている。  

 

例えば、初期化した場合でも、以前作成したファイル

や構成は、モダン UI とともに Windows 8 App Store

に保存される。ただし、そのほかのアプリは引き継が

れず、Windows 8は工場出荷状態になる。  

 引き継がれなかったアプリのリストは、デスクトップに

表示される。ユーザーは同リストを参照にしながら、

問題を起こしたアプリ（プログラム）を切り分けし、再イ

ンストールできるというわけだ。  

 リセットについては、さらに抜本的な改良が施されて

いる。他のユーザーにマシンを譲ったり、下取りに出

したりする際にも、簡単な操作で「PC をまっさら」にす

ることができるようになっている。 

 【その 4】ストレージ・スペースが頼もしい  

 PC にデータをため込みすぎて、HDD の容量が不足

した経験はないだろうか。1TBや 2TBの HDDは登場し

てはいるが、まだ一般的ではないだろう。しかし、今

後はさらに高画質な写真や動画など、デジタルデー

タの容量が爆発的に増えていくことは間違いない。  

 こうした場合でも Windows 8なら安心だ。ストレージ・

スペースは、1 つの論理ドライブの下に複数のドライ

ブをグループ化できるようになっている。もしドライブ

容量が不足して起動した場合は、USB 接続のハード・

ドライブを追加し、ストレージを拡張できる。  

 また Microsoftはソフトウェアベースの RAIDシステ

ムを採用した。これにより、万が一ハードウェアに障害

が発生した場合でも、データを保護することが可能と

なっている。  

【その 5】ファイル履歴機能でバックアップが堅牢に  

 大切なファイルを間違って変更してしまったり、消去

してしまったりした経験はないだろうか。もしくは、「フ

ァイルはあるけど開かない（要するに破損した）」とい

った経験を持つユーザーは少なくないだろう。  

 Windows 8 はこうしたアクシデントに備え、データを

保護するツールを備えている。定期的にすべての変

更を識別し、ファイル・ライブラリ（またはデスクトップ

やお気に入り）、および連絡先をスキャンするというも

のだ。  

 ファイルの履歴は、ユーザーが指定した別の場所

に、変更後のファイルのコピーを格納する。ファイル

の履歴は、時系列に加えられた変更履歴を保存する。

同機能を利用すれば、時間をさかのぼって簡単に復

元できるというわけだ。 

◎ここが凄い！Windows 8 
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1、わかりやすく、操作しやすいスタート画面 

 各アプリの起動や、インターネットの検索、写真の共

有など、よく使う機能がどの画面からでもすぐに呼び

出せます。ウィンドウなどを開く必要はありません。 

2、すぐに使える多彩なアプリ 

 普段よく使うアプリが最初からたくさん用意されてい

ます。また、Windows ストアにはカテゴリ別に多彩な

アプリが用意されているので、後から好きなアプリを

ダウンロードして利用することができます(無料/有

料)。 

3、いつでもどこでも同じように使える 

 Microsoftアカウントなら、テーマや設定、お気に入

りなどをインターネット経由で自動的に同期。どの

Windows 8 搭載機器にサインインしても、いつでも同

じ環境で使えます。 

4、より使いやすくなった機能と互換性 

 おなじみのデスクトップにすばやく切り替えることが

できるので、Windows 8にアップグレードされる方も安

心。Office も使用することができます 

 

IC-7100/M/S 定価決定 

アイコム HF-430MHz 新型機 IC-7100/M/S

売価決定！ 税込売価￥138,000 です！ 

発売時期は、最短で 12月末。 

 

品 名：アマチュア無線用トランシーバー 

型 名：IC-7100（100W）/IC-7100M(50W)/IC-7100S

（20W） 

希望小売価格：165,900円（本体価格 158,000円） 

【おもな特長】 

 •業界初のタッチパネルによる直観的で軽快な操作

を実現。 

 •卓上に置いて見やすく、操作しやすいスラント型コ

ントローラー。 

 •D-STAR®のデジタル・ボイスモードを搭載。 

 •IF DSPによる多彩なデジタル機能群。 

 •大容量のデータを保存できる SD カードスロットを装

備。 

 •IP リモートコントロールソフト RS-BA1(オプション)に

対応。 

 

ID-51 定価決定 

144/430MHz 帯 D-STAR対応ハンディトラ

ンシーバ「ID-51」 

品 名：アマチュア無線

用トランシーバー 

型 名：ID-51 

希望小売価格：57,540

円（本体価格  54,800

円） 

【おもな特長】 

 •2 波(V/V、V/U、U/U)

同時受信機能を搭載。 

 •JARL が推進するデジ

タル通信方式 D-STARの

DVモードに対応。 

 •高精度 GPS レシーバ

ーを内蔵。 

 •AM/FM ラジオ、エアバ

ンドの受信が可能。 

 •最高水準の防水性能 IPX7※を実現。 

 •大容量のデータにも対応できる micro SD スロットを

装備。 

 •バッテリーやオプション類は ID-31 と共通。 

 

ロボ操作に地デジ電波 

 総務省検討事故・災害現場で活用 

 事故や災害の現場など、入り組んでいて人間が近

づけない場所でロボットを遠隔操作できるよう、総務

省が電波の運用方法の変更を検討している。2013年

度中にも、地上デジタル放送（地デジ）に使っている

周波数帯の空いている部分を、災害対応のロボット

操作に使えるようにする。 

 ロボットを動かすために現在使われている電波は、

壁などの障害物があると遠くまで届きにくい上、無線

LAN などと同じ周波数帯であるため、混信しやすい。

これに対し、地デジに使われる電波は、障害物を回り

込む特性を持つため、入り組んだ場所や深い場所に

も届くという。 

 総務省は 13年度中に技術的な要件をまとめ、実用

化につなげる方針だ。 東京電力福島第一原子力発

電所の事故では千葉工大などが作ったロボット「クイ

ンス」が、放射線量が高く人が入れない施設内で線

量を測定するなどしたが、内部に無線が届かず、有

線で操作することになった。 

 


