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FTDX9000 シリーズ機種統合 

プレミアム HF シリーズ FTDX9000 シリ
ーズがモデル統合されます。 

FTDX9000 シリーズのうち、「CONTEST」モデルは販

売終了して、9000MP/9000D シリーズへ統合されま

す。 

FTDX9000MP CONTEST → FTDX9000MP(400W)に

統合 

FTDX9000 CONTEST → FTDX9000D(200W)に統合 

 
 

Sticky Password が使えない 

「互換性なし」と表示された時の対策方法 

早速、アップデートをして Windows 8.1を使い始

めていますが、困った事に、今までパスワードの管

理に使っているソフトの「Stiky Password Pro 6.0」

が使用出来ません。 

アドオンの管理で確認してみると、「互換性なし」

と表示されて要るでは有りませんか。 

 

多分？、まだ未対応なのでしょうね。 

そこで、臨時の対応策として、「インターネット オ

プション」の「詳細設定」タブにある「拡張保護モー

ドを有効にする」のチェックを外してみます。 

 

 

「インターネット オプション」の「詳細設定」タブ 

「OK」ボタンを押します。Internet Explorer を閉

じて、Internet Explorer を再起動し、再度確認

してみます。 

ユーザ名もパスワードも自動表示されています。 

しばらく、これで対処ですね。 

 

ソフトの詳細：http://www.stickypassword.jp/ 

de ＪＪ３ＵＸＮ 

 

新語・流行語、30 年間のトップ 10 

1984 年に創設された同賞が今年 30 回を迎える

ことから、記録と記憶の整理を試みるいい時機、一

つの通過点として、過去の受賞語からアンケート調

査を行いトップ 10（順位付けなし）を決定。 

  調査は、29 年間の 337 語の受賞後の中から、

「発生時から 2013 年現在まで、継続されている

語」「新語として登場し、波及的に多様な語を生み

出した語」「一過性の流行語でも当時の印象の強

さが際立っている語」の 3 つの目安で、99 語を同

編集部が選出。その後、郵送によるアンケート調査

を実施した。 

『新語・流行語』30 年のトップ 10（50 音順） 

■安全神話（1995 年） 

 阪神・淡路大震災やオウム事件などで、行政も民

間もセキュリティ・システムが機能していないことが
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わかり、安全という神話に頼っていたことが明るみ

になった。 

■オヤジギャル（1990 年） 

 男女雇用機会均等法が施行されたバブル全盛

期に、漫画『スイート・スポット』のキャラクターとして

登場。女性の「オヤジ化」現象を表した。 

■格差社会（2006 年） 

バブル経済以降に明るみになった格差。 

■がんばろう KOBE（1995 年） 

 阪神・淡路大震災後に、当時の地元球団・オリッ

クス・ブルーウェイブが『がんばろう KOBE』をスロー

ガンに試合を行い、被災者を勇気付けた。 

■キャバクラ（1985 年） 

キャバレーとクラブの合成語で、80 年代の新ビジ

ネス。新風営法施行後の風俗産業の生き残り作戦

としてひねり出された。 

■サポーター（1993 年） 

 同年に J リーグが始まり、チームを応援するサポ

ーターという言葉が浸透。 

■自分で自分をほめたい（1996 年） 

アトランタ五輪・女子マラソンで銅メダルを獲得した

有森裕子選手がレース後に語った喜びの言葉。 

■セクシャル・ハラスメント（1989 年） 

 福岡県の出版社に勤務していた女性が上司の男

性を相手取り、セクハラを理由とした日本初の民事

裁判を起こしたことをきっかけに、同用語が広まっ

た。 

■亭主元気で留守がいい（1986 年） 

 『タンスにゴン』のテレビ CM から生まれたフレー

ズ。「亭主達者で留守がいい」という同意の文句を

「元気」に置き換えヒット。 

■同情するならカネをくれ（1994 年） 

ドラマ『家なき子』で主役を演じた安達祐実が言っ

た名台詞。 

 

イプシロンで打ち上げ 

ＩＨＩが低価格小型衛星 10 億円以下、民
間利用に弾み  

 ＩＨＩは 2015 年度をめどに人工衛星事業に参入

する。農作物の生育管理や資源探査に使う高性

能の超小型衛星を開発し、国産小型ロケット「イプ

シロン」で打ち上げる。打ち上げ費用込みの衛星

の価格を従来の５分の１程度の 10 億円以下に抑

え、国が中心だった衛星利用を国内外の企業に

広げる。台風観測など防災関連で新興国の需要も

見込め、日本の衛星ビジネスの競争力向上につな

がりそうだ。  

 

 開発する衛星は重量が50～100キログラムで、段

ボール箱程度の大きさになるとみられる。年明けに

も試作と営業活動に入る。気象観測や放送・通信

に使う大型衛星（重量２トン級）や中小型衛星（同１

トン級）に比べ、搭載する機能を画像撮影など顧

客が求める特定の分野に絞り込む。 

 国内の宇宙機器産業の市場規模は現在 2600 億

円程度。９割以上が政府関連で、欧州メーカーな

どに比べ民需の開拓が進んでいない。大型衛星

が本体だけで 100 億円以上するのに対し、超小型

なら５億円程度で済む。顧客企業は衛星観測で得

られる大量のビッグデータを安価にビジネスに活

用できる。 

 宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が開発し、ＩＨＩ

が製造するイプシロンは 1.2 トンの打ち上げ能力

がある。同社は衛星を 10 基ほど受注して１機のイ

プシロンでまとめて打ち上げることで、顧客１社あ

たりの打ち上げ費用も引き下げる。 

 ９月に打ち上げたイプシロン初号機は小型の惑

星観測衛星を搭載し、打ち上げ費用は 53 億円だ

った。２号機では 38 億円にし、量産に入る 17 年以

降は 30 億円以下にする計画。顧客企業が負担す

る衛星と打ち上げ費用を合わせた総費用は８億～

９億円程度になる見通しだ。低価格の海外の小型

ロケットを使っても現在 50 億円程度はかかるとみら

れる。 

 ＩＨＩは昨年、人工衛星向けカメラなどに強い明星

電気を買収。同社は衛星に搭載する機器を温度

や振動など厳しい条件を満たしながら小型化する

技術を持つ。開発する衛星では上空 500 キロの宇

宙空間から１メートル四方を撮影できるようにし、超

小型衛星で世界 高水準の性能を持たせる。自

動車の形まで確認でき、渋滞状況も把握できる。 

 観測カメラの代わりにセンサーを載せれば地表

の温度の測定も可能。作物の育ち具合や土の中

の養分の状況をつかんだり、アフリカなど未開発地
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域で資源探査に利用したりすることもできる。津波

や台風の観測や広大な森林の監視向けなどで新

興国からの超小型衛星の需要も取り込む。 

 ＩＨＩは自らも衛星を打ち上げ、気象や交通状況

などの観測情報を集め、ビッグデータとしてソフト

会社などに販売する。同社の宇宙事業の売上高

は現在約 500 億円。今後、衛星の販売やデータ事

業などを通し 800 億円規模に引き上げる。 

 内閣府によると世界の宇宙産業の市場規模は約

13 兆円で年率 10％超の成長が続く。衛星では欧

州エアバスグループや米ロッキード・マーチンなど

が欧米勢が強い。国内企業では三菱電機が大型

衛星、ＮＥＣが小型衛星を得意としており、技術力

をテコに事業拡大を急いでいる。 

 

日本通信、データ通信無料 SIM で

宣戦布告 

月 1638 円で音声＋200kbps のデー
タ通信がセットの SIM カード発表 

日本通信株式会社は、音声サービスの基本料

のみで、データ通信無料の SIM「スマホ電話 SIM 

フリーData」を提供開始いたします。11月 23日（土）

より販売を開始し、これをもって、データ通信 SIM

の価格競争に終止符を打ちます。  

スマホ電話 SIM フリーData は、０９０番号※1 で

スマートフォンでの音声通話ができ

るもので、基本料月 1,560 円［税別、

以下すべて税別表記］で提供します。

加えてデータ通信定額（200kbps）

は無料で使い放題できるので、スマ

ートフォンのライトユーザにうってつ

けです。  

さらに、もっと高速で使いたい方

向けに、3GB高速データオプションを 1,560円で提

供します。  

ライトユーザなら 1,560 円、レギュラーユーザで

も 3,120 円。スマートフォンを使う方にとって、一番

いい組み合わせの、市場 強の SIM が、スマホ電

話 SIM フリーData なのです。  

Xi、FOMA や SIM フリーのスマートフォンに対応し、

SIM は全サイズ（標準、マイクロ、ナノ）揃っていま

す。SIM パッケージ料金は、初期手数料相応の

3,000 円です。  

今回、初めて、小売 大手のイオン、総合量販

店 ヨ ド バ シ カ メ ラ 、 総 合 オ ン ラ イ ン ス ト ア

Amazon.co.jp で足並みを揃えて販売を開始いた

します。 

※1 ０９０、０８０、０７０から始まる電話番号をご利

用いただけます。携帯電話事業者を乗り換えでき

る番号ポータビリティ制度（MNP）にも対応し、どの

携帯電話事業者からも、日本通信に番号ポータビ

リティで移ることができます。MNP については、b-

mobile WEB サイトにてご確認ください。 

（http://www.bmobile.ne.jp/index.html） 

 

現在、予備で使用しているスマホ携帯（P-06D）

は、DTI の「ServersMan SIM LTE 100」と契約

して、音声通話サービスの「ServersMan 050」を使

っておりますが、 速 100ｋｂｐｓのスピードが主因

かもしれませんが、どうしても通話の遅延を感じさ

せられます。 

専用の音声通話用のソフトは、10/20 日にバー

ジョンアップアップされて通話遅延の改善を図られ

ましたが、まだまだ完全では無く、少しの遅延が認

められます。 

値段的に 安値（８０５円/月）で、音声の音質も

クリアーで、少々の遅延は VIOP 通信では当たり前

と割り切って使えば、現状は許容遅延時間内と、ま

ったく問題は無く使用は出来ます。 

参考に、下記に対比を載せておきます。ポイントを

何処に置くかで、これは悩みますね。 

①通信速度 ②月額基本料金 ③通話料 

④無料通話 

②805 円（ServersMan SIM LTE 100+ServersMan 

050）  

パッケージ名：ServersMan SIM LTE 100 
提供エリア：NTT ドコモ Xi（クロッシィ）®、 FOMA®提

供エリア 

通信方式：LTE、3G 接続 

通信速度：①下り 大 100kbps/上り 大 100kbps 

提供価格：初期費用 3,150 円 

月額基本料金：490 円/月（税込） 

SIM カードサイズ：標準、マイクロ 

パッケージ名：ServersMan 050 
月額料金：315 円/月（税込） 

利用料金：ServersMan050 からアプリ同士の通話：

④24 時間無料！ 

提携先プロバイダーとの通話：24 時間無料！、一

般加入電話へ通話：8.4 円/3 分、携帯へ通話：③

16.8 円/1 分、国内の PHS へ通話：10.5 円/1 分、

有料通話先プロバイダー：8.4 円/3 分 

 問題点 ・iOS 用の対応ソフトが公開されていない。 

・MNP(携帯電話番号ポータビリティ)に対応してい

ない。 

・速度が 大 100kbps 
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パッケージ名：スマホ電話 SIM フリーData 
提供エリア：NTT ドコモ Xi（クロッシィ）®、FOMA®提

供エリア 

通信方式：LTE、3G 接続 

通信速度：①200kbps/使い放題 

提供価格：3,000 円（税別） 

月額基本料金：②1,560 円（税別） 

通話料：③20 円/30 秒（税別） 

無料通話：④なし 

SIM カードサイズ：標準、マイクロ、ナノ 

※０９０、０８０、０７０から始まる電話番号をご利用い

ただけます。携帯電話事業者を乗り換えできる番

号ポータビリティ制度（MNP）にも対応。 

 問題点 ・月額基本料金が 1,560 円（税別）と高

い 

・無料通話分がない 

 

通話料（ドコモ） 
携帯電話間 

平日：30 秒 17.85 円、土日祝：12.6 円 

FOMA から IP 電話 

平日：16.275 円、土日祝：11.025 円 

 

太陽元気なし 寒冷化予兆 

太陽元気なし 寒冷化予兆 １１年周期の磁
場転換起きず、黒点も最少 

 太陽に異変が起きている。今年は太陽の活動が

強くなったり弱くなったりする１１年周期の中で、活

動がピークになる年（極大期）に当たり、通常なら、

太陽の北極と南極の磁場が入れ替わる「極域磁場

転換」が起きるはずなのだが、いまだに起きていな

い。さらに、活動ピーク年には増えるはずの“太陽

の元気のバロメーター”とされる「黒点」も今年は異

常に少ない。今後、太陽は活動の低調期に入り、

併せて地球も寒冷化すると指摘する専門家もいる。 

 「全く元気がなくパッとしない。明らかに異変が起

きている」。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の研究者、ジョ

ナサン・サーテイン氏は先週、今年の太陽の活動

を評して米メディアにこう語った。 

 観測史上、太陽は１１年ごとに北極と南極の磁場

が入れ替わることが分かっている。その詳しいメカ

ニズムは不明だが、当該年は太陽の活動が も活

発になる年で、主に高緯度地帯に多数の黒点が

できる。黒点は磁石のように強い磁場が起きている

場所で、磁力によって太陽内部の熱が表面から放

出されるのが抑えられているため、周囲より低温で

黒く見える。黒点の地点は低温でも、その総面積

は太陽のほんのごく一部であり、黒点が多発する

時期は太陽全体のエネルギー放出量は増大する。 

かつてない弱さ 

 太陽の活動ピーク年には、常時１５０～２００の黒

点が観測されるのが普通で、大量の電磁波や粒子

が放出され、こうした太陽嵐によって地球上の電信

施設が損傷を受けることがしばしば起きてきた。し

かし、今年はこれまで、観測される黒点は概ね５０

～１００ぐらいにとどまっており、ここ２００年で も少

ないと言われている。 

また、ＮＡＳＡは今年８月５日、「黒点は少ないが、

３～４カ月以内に極域磁場転換が起きるだろう」と

予測したが、３カ月半が過ぎた今でも、明瞭な兆し

は現れていない。２００６年９月に打ち上げられた日

本の太陽観測衛星「ひので」が集めたデータによ

ると、太陽の北極はすでに昨年から磁場がＳ極（マ

イナス磁場）からＮ極（プラス磁場）に替わっている

が、南極は依然としてＮ極のままの状態が続いて

いる。その一方で低緯度地帯（赤道近辺）にＳ極が

現れ、観測史上例がない「太陽の磁極の４極化」と

いう異常現象さえ起きている。 

 米紙ウォールストリート・ジャーナルによると、ハー

バード・スミソニアン天体物理学センターで太陽磁

場周期について研究するアンドレス・ハラミージョ

氏は「生存している科学者で、これほど弱い太陽

周期（活動）を目にしたことがある人はいない」と指

摘する。 

１７世紀に類似現象 

 かつて、今年と似た現象は１７世紀にも起きてい

る。その時は約７０年間にわたって黒点がほとんど

出現せず、地球は寒冷化した。記録によれば、当

時、ロンドンのテムズ川では冬にスケートが楽しめ

たといい、日本でも京都のサクラの開花が極端に

遅れていたことが文献によって分かっている。 

 では、今後、地球は寒冷化に向かうのだろうか。

太陽活動の低調化による波及効果は温室効果ガ

ス排出量増加による温暖化現象を打ち消すには

至らないとう見方がある一方で、「地球は間違いな

く寒冷化に転じる」（大気海洋地球物理学者の中

村元隆氏）と断言する専門家も決して少なくない。 

 

米航空宇宙局（ＮＡＳ
Ａ）の太陽観測衛星「ソ
ーラー・ダイナミクス・オ
ブザーバトリー」が１０
月２５日に撮影した太
陽の表面。巨大なフレ
ア（太陽面爆発）が現
れている（ロイター） 

 

 


