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年度替わりの手続きについて 

新年度の季節になりました。 

次の各手続きをとられるようお願い致し

ます。 

①本部会費の納付手続きをお願いします。 

年会費は 1 局 1,600 円になっております。 

ご入金には、同封の郵便振替用紙をご利用下さい。

なお、振込み手数料は恐れ入りますがご負担下さい。 

郵便局で ATM 支払いをする場合には手数料はかかり

ません。 

②住所等の変更があった方はご連絡をください。 

◎◎◎銀行口座◎◎◎ 

銀行名：ゆうちょ銀行 

金融機関コード：9900 

店番：119 

店名（カナ）：一一九店（イチイチキュウ店） 

預金口座：当座 

口座番号：01150-9-026261 

カナ氏名（受取人名）：ゼンコクハチヨンアイコウカ

イ 

 

Hamvention ® 2013 

チャールズ ・ カイザー、KD8JZR からのメッ

セージ 

世界のあらゆるアマチュア無

線通信士が、彼らの生涯で

少 な く と も 一 回 デ イ ト ン

Hamvention にたどり着くこと

を、多分夢見るだろうことは、

私の信念です。おそらくどこ

にも、このイベントの間にあ

って、地球上で、人は直接にアマチュア・ラ 

ジオの驚くべき多様性と世界的な範囲を経験する

ことができません。 

 

新の器材とテクノロジーを特徴としている何百も

の展示から、国家的および国際的な組織が後援

するブース、広範囲なフリーマーケットに持ってこ

られるアイテムの驚くべき種類または直接、放送さ

れていて初めて応じられる友人に会う、まさに機会

にとって、それは本当に驚くべきイベントで、何か

を誰に対してでも提供します。 

Hamvention 2013 のための会長として、あなたが

2013 年 5 月 17～19 日に開催される今年のイベン

トに出席する特別な早めの誘いを提供するこの機

会を利用したくて、一年の採集を支持することに関

係しているほぼ 400 人のボランティアの多くがこれ

にデイトン Amateur ラジオ協会（DARA。）が後援す

る、さらにもう一つの顕著なイベントをするために仕

事にすでに堅いことをあなたに約束します。そして、

あなたが初めての人、またはレギュラーであるかど

うかにかかわらず、私はあなたにそこで会うことを

望みます！ 

チャールズ－KD8JZR 会長 

YAESUも新製品発表！！ 

新型 HF/50MHz 帯トランシーバ「FT DX-
1200」 

FT DX 1200 は 100 SSB、CW、および FM（25 ワットキ 

ャリア AM）に 100 ワット、今日の混雑したバンドで

高のパフォーマンスのための芸術性の高いバラン

スのとれた受信回路構成の堅牢な状態まで用意さ

れています。ハイエンド "YAESU FT DX"シリーズと

同様に、それは、32 ビット高速浮動小数点 DSP を
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使用しています。八重洲の定評ある優れた DSP ア

ルゴリズムが弱い信号処理や強化に非常に効果

的です。第一 IF 周波数が選択可能 3 kHz の、効

果的に干渉信号を減衰 6 kHz から 15 kHz のルー

フィングフィルターで保護されています。 

三重変換回路構造は、各段階で非常に柔軟な利

得分布を可能にする。これは、各段階でのフィルタ

ーを通して不要な信号だけでなく、 適化された

利得分布の除去を可能にします。内蔵の 4.3 イン

情報の負荷で TFTワイドフルカラー高解像度ディス

プレイ FT DX 1200 のユーザのための優れた操作

性と視認性を提供します。ただ、液晶ディスプレイ

の下にある高速スペクトラムスコープオペレータに

掘りながらカジュアル QSO チャットで満足のいく経

験を持っているセットアップ右の受信機とバンド上

の適切な場所にしたり、それらを配置するために必

要なすべての情報を提供します稀希望弱い信号

接点。 

彼らが動作するように選んだモードに関係なく - 

オプションのアクセサリを FT DX 1200 すべてのハ

ムのための真の高性能プラットフォームに非常に

望ましい追加機能を提供するために提供されてい

ます。 FFT-1 のサポート 

 AF-FFT スコープ、RTTY/PSK31 エンコード/デコー

ド、CW デコードと CW オートなどの高度な機能、 

 ゼロである。当社 SCU-17 当社 SCU-17 USB インタ

ーフェースは CATをサポートし、USBオーディオイン

/アウト、TX 制御（PTT、キー、Shift キー）とファー

ムウェアアップデート函数。 

ラジオ特徴： 

 ・6 メートルを通じて 160 - SSB / CW / FM / AM 

/ RTTY / PSK 

・固体パフォーマンスの 100 ワット 

・トリプル変換回路構成、第一 IF は 40.455 MHz で

設定されています 

・屋根フィルター3 kHz の、6 kHz から 15 kHz の 

・高精度 TCXO と高分解能 DDS と PLL ローカル発振

器 

・32 ビット高速浮動小数点 DSP、テキサス·インスツ

ルメンツで TMS320C6727B 

・WIDTH IF および SHIFT は偉大 QRM リジェクション

を提供している場合 

・CONTOUR、DNR、IF ノッチと APF（オーディオピーク

フィルター、のみ CW） 

・高速自動アンテナチューナー付属 

・優れた操作性と可視性のための巨大な TFT フル 

カラーディスプレイ（4.3 インチ幅） 

・ASC（オートマチックスペクトラムスコープの制御）

を内蔵した高速スペクトラムスコープ 

・AF-FFT スコープ機能*は、FFT-1（オプション）が

必要です 

・RTTY/PSK31エンコード/デコード、CWデコード、CW

オートゼロに*が必要 FFT-1（オプション） 

・FT DX 9000 用に開発された U-チューニングキッ

ト（オプション）をご利用いただけます 

付属品： 

ハンドマイク（MH-31B8） 

 DC 電源コード 

 スペアヒューズ（25A） 

 RCA プラグ 

 操作マニュアル 

 保証書 

仕様： 

周波数範囲：RX 30 kHz の - 56 MHz の（動作時） 

1.8MHz の - 54 MHz の（指定されているパフォー

マンス、アマチュアバンドのみ） 

 TX 1.8MHz の - 54 MHz の（アマチュアバンドの

み） 

回路タイプ：トリプルコンバージョンスーパーヘテロ

ダイン 

変調タイプ：A1A（CW）、A3E（AM）、J3E（LSB、USB）、 

F3E（FM）、F1B（RTTY）、G1B（PSK） 

出力：5 から 100 ワット（2 - 25 ワットキャリア AM） 

ケースサイズ（幅×高さ×奥行）：365×115 X 312

ミリメートル W / O ノブおよびコネクタ 

重量：9.5 キロ 

マスターカートンでの数量：1 

保証：1 年 

デイトン Hamvention ® バルーン起動イメー

ジ 

 

高解像度プレ打ち上げ- 1,000' 高解像度- 3,000' 
高解像度- 7,000' 高解像度- 10,000' 高解像度-高
解像度の高さをバースト 
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今年の気球は 144.360 の上でスコッティー-2 フ

ォーマットを使用して、遅い走査のビジュアル送信

機を運ぶでしょう。 

受信ビデオは、中西部 VHF/UHF 社会ブース(飛

行の間の SA-332)で表示されるでしょう。 

監視に来たれ! 

 

太陽フレア 

大規模な太陽フレア発生が相次ぐ、今後2週間

は人工衛星/GPS/通信の障害に警戒が必要 

米航空宇宙局（NASA）によると、13 日から 15 日にかけ
て も強力な X クラスの太陽フレアが 4 回発生した。今
年になって も集中的な活動で、無線通信に限定的な
障害が起きているという。図は、太陽フレアが地球に与
える影響を解説したもの。 

太陽フレア（たいようフレア、Solar flare）

は、太陽で発生している爆発現象のことで

ある。別称は太陽面爆発。 

太陽系で 大の爆発現象で、しばしば観測されて

いる。多数の波長域の電磁波の増加によって観測

される。特に大きな太陽フレアは白色光でも観測さ

れることがあり、白色光フレアと呼ぶ。太陽の活動

が活発なときに太陽黒点の付近で発生する事が多

く、こうした領域を太陽活動領域と呼ぶ。太陽フレ

アの初めての観測は、1859 年にイギリスの天文学

者、リチャード・キャリントンによって行われた（1859

年の太陽嵐）。 

「フレア」とは火炎（燃え上がり）のことであるが、

天文学領域では恒星に発生する巨大な爆発現象

を指している。現在では太陽以外の様々な天体で

も観測されているが、以下もっぱら人類の近傍にあ

る唯一の恒星である太陽のフレアについて説明す

る。 

概要 

フレアの大きさは通常数万 km 程度であり、威力は

水素爆弾 10 万～1 億個と同等である。100 万度の

コロナプラズマは数千万度にまで加熱され、多量

の非熱的粒子（10keV-1MeV の電子や 10MeV-1GeV

の陽子）が加速される。同時に衝撃波やプラズマ

噴出が発生し、時おりそれらは地球に接近して、

突然の磁気嵐を起こす。 

フレアの発生機構については、太陽活動領域中に

蓄えられた磁気エネルギーが、磁気再結合によっ

て熱エネルギーや運動エネルギーに変換されると

いう説が有力である。全てのフレアを説明するモデ

ルとして、京都大学教授柴田一成の「統一フレア

モデル」がある。 

フレアが発生すると、多くの X 線、ガンマ線、高エ

ネルギー荷電粒子が発生する。またフレアに伴い、

太陽コロナ中の物質が惑星間空間に放出される

（コロナル・マス・エジェクション (CME)）ことが多い。

高エネルギー荷電粒子が地球に到達すると、デリ

ンジャー現象、磁気嵐、オーロラ発生の要因となる。

2003 年は、大規模なフレアが頻発し、デリンジャー

現象により、地球上の衛星、無線通信に多くの悪

影響を与えた。また地球磁気圏外では、フレア時

の X 線、ガンマ線による被曝により、人の致死量を

超えることもある。 

フレアの活動は、太陽活動周期や黒点の蝶形図

（コロナの蝶形図）によって、関係付けを説明され

ることもしばしばある。 

フレア時の高エネルギー荷電粒子の地球への到

達、あるいは、フレアの発生そのものを観測・予報

することは宇宙天気予報と呼ばれ、太陽研究者に

とって重要課題となっている。 

被害 

太陽嵐が起こると、8 分程度で電磁波が到達して

電波障害が生じ、数時間で放射線が到達。数日

後にはコロナからの質量放出が地球に届き、誘導

電流が送電線に混入し、電力系統がおかしくなる。

ただ単に停電するのではなく、電機・電子系統に

瞬断や EMP（電磁パルス）被害が出る。特に宇宙空

間にある衛星（通信衛星、GPS、気象衛星、偵察衛

星など）や、巨大なアンテナとして働く送電線の被

害が起こる。 

衛星観測が始まって以来のフレア等級で過去

大だったのは、2003 年 11 月 4 日のフレアである。

このときは GOES 衛星で X28 を記録したことが報じら

れたが[7]、後に電離層への影響から更に大きい

X45 相当であったとする研究も報告されている[8]。 

2008 年に全米科学アカデミーによる「激しい宇宙

気象――その社会的・経済的影響の把握」報告書

が出されている。それによると、強力な太陽フレア

が地球の磁場を混乱させ、強力な電流によって高

圧変圧器が故障（規模によっては溶融）し、電力網

が停止する可能性について検討されている。通信
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ケーブル、放送、携帯電話は脆弱である。もしそう

なれば、米国だけで 初の 1 年間で 1 兆〜2 兆ド

ルの被害が出て、完全復旧には 4 年〜10 年かか

る。もし 1859 年規模のフレアが起これば、社会に

大混乱が生じ文明は 19 世紀初頭に戻ると予想さ

れた[10][11]。大型の変圧器は調達に年単位の

時間がかかり、電力網が世界規模で破壊された場

合に生産はほとんど出来ないとされる。また超高圧

送電線の敷設にも時間がかかる。 

今回の太陽フレアにともなって放出された X 線問

題の黒点群は非常に活動が活発で、これから太陽

の自転によって今後 1週間ほどで地球の正面方向

を向き、その後ほぼ 1 週間で太陽面西端に移動す

る見通し。この期間に同規模の太陽フレアが発生

すると、黒点が地球に対面した形であるため高温

ガスが地球に向けて放出され、悪影響が極めて大

きくなる恐れがある。 

なお、NICT は太陽活動や宇宙環境変動の情報を

「NICT 宇宙天気予報ポータルサイト」「NICT 電波伝

播障害情報」などで提供している。 

 

新型ロケット「イプシロン」 

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が開発中の

新型固体燃料ロケット「イプシロン」の打ち上

げ日が、８月２２日に決まった。 

 

８月２２日に打ち上げが決まった新型ロケット「イプシロ
ン」の打ち上げイメージ図（宇宙航空研究開発機構提
供） 

鹿児島県肝付町の内之浦宇宙空間観測所から打

ち上げられる。無人補給船「こうのとり（ＨＴＶ）」４号

機を搭載した大型ロケット「Ｈ２Ｂ」は８月４日、鹿児

島県南種子町の種子島宇宙センターから打ち 

上げられる。 

 初の打ち上げとなる「イプシロン」は、全長２４メー

トルの小型ロケット。小惑星探査機「はやぶさ」など

を打ち上げたＭ５ロケットの後継機となる。開発費

は２０５億円。打ち上げ費用をＭ５ロケットの半分以

下の３８億円まで下げることを目指しており、火星な

どを観測する小型宇宙望遠鏡「スプリントＡ」を搭

載する。 

世界初！ 惑星を観測する宇宙望遠鏡 

 

惑星分光観測衛星（SPRINT-A）は地球を回る人工衛星
軌道から金星や火星、木星などを遠隔観測する世界で

初の惑星観測用の宇宙望遠鏡です。  

 金星と地球は双子惑星と呼ばれることがあります

が、これに火星を加えた太陽系に存在する 3 つの

地球型惑星は、太陽系初期に非常に近い環境を

持っていたことが 近判ってきています。しかし太

陽系が誕生した後 10 億年以内の期間に、兄弟と

もいえる 3 惑星は現在の状態に近い姿にそれぞれ

成長・変貌しました。金星では水が宇宙空間に逃

げ出した結果、二酸化炭素を中心としたとても乾い

た大気になり、その強い温室化効果により地表面

の温度が 400℃にも達する灼熱の世界となってい

ます。一方火星は温室化効果を生み出す大気中

の炭素成分の多くが宇宙空間に逃げ出してしまい、

現在では寒冷な世界になっています。  

 惑星分光観測衛星（SPRINT-A）では、これら地球

型惑星の大気が宇宙空間に逃げ出すメカニズムを

調べます。特に太陽系誕生直後には、太陽が現

在よりも激しく活動していたため、非常に強い太陽

風が惑星に到達していて、多量の大気が逃げ出し

ていたと考えられています。強い太陽風が惑星の

大気にどのように作用するかを調べることで、初期

の太陽系で何が起こっていたかを知ることを目指し

ています。  

さらに 惑星分光観測衛星（SPRINT-A）は極端紫外

線の観測能力を活かして、木星の衛星イオから流

出する硫黄イオンを中心としたプラズマ領域の観

測を行い、木星のプラズマ環境のエネルギーがど

のように供給されているかを調べます。 

 

 


