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八重洲無線 生産終了機 

FT-1900 シリーズが生産終了 

1 月末で、144MHz シングルバンドモービル機 

FT-1900(20W) ・FT-1900H(50W)生産終了が決まり

ました。 

なお、430MHz 用 FT-1907/FT-1907H は継続販

売されます。 

 
 

無線で「力」を送受信 

慶応大、携帯型力触覚通信機「フォース 

トランシーバー」を開発 

慶應義塾大学(慶応大)は、無線で力触覚を伝

えられる携帯型力触覚通信機「フォース トランシ

ーバー」を開発したことを発表した。開発は、慶應

大理工学部システムデザイン工学科の大西公平

教授らの研究チーム。 

人間の五感に対し、遠隔地から情報を伝達する

技術はかれこれ 100 年以上の歴史がある。古くは

1876 年の電話による聴覚伝達、そして 1927 年の

テレビによる視聴覚伝達など、そうした技術が開発

されるごとにメディアの革命が起き、その一般への

普及と共に人々の生活は大きく様変わりしていっ

た。また慶応大では、これらに次ぐ第 3 の新しい五

感を伝達するメディアとして、力触覚情報を扱った

技術を 2010 年に実現し、特許を取得している。 

視聴覚情報の伝達メディアとしてはマイクやスピ

ーカーが、視覚情報の伝達メディアとしてはカメラ

やモニタなどが一般に用いられるのは誰もが知ると

ころだ。しかし、力触覚情報においてこれらに相当

する伝達媒体はまだ開発に至っていない。 

そこで今回、大西教授らがこれまでに培ってきた

力触覚伝達の基礎技術を援用することで、無線に

よる携帯型力触覚通信機「フォース トランシーバ

ー」を開発した。フォース トランシーバーは送受信

機間における力触覚通信を可能にするものであり、

コミュニケーションメディアの革新や遠隔地におけ

る人間行為支援、医療介護やエンターテインメント

など、幅広い分野への応用が期待されるという。 

今回はまだひな形ということで 7.5kgの重量があ

るが、持ち運びが可能な設計で、送受信機はそれ

ぞれ単体で動作するので、どこにでも設置可能だ。

どうしても力覚を伝えるという目的のため、ある程度

のサイズは必要になるだろうから、携帯電話やタブ

レット並みの小型軽量化は難しいかも知れないが、

将来的には少なくとも今以上にはコンパクトにでき

ることは間違いないだろう。 

フォース トランシーバーの特徴は、トランシーバ

ーとあるように、双方向通信であることが 1つ。画像

3 にある通り、電話のような聴覚情報の伝達機器は

マイクで入力してスピーカーで出力、テレビの視覚

情報はカメラで入力してモニタで出力するという単

方向の形だ。それに対してフォース トランシーバ

ーは、マスター側とスレーブ側と便宜上設定されて

はいるが、スレーブ側からマスター側を動かすこと

もできるので、事実区別はない。双方向通信となっ

ている。 
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高速料金 

４月１日から高速料金１０円刻み 

 東日本、中日本など高速道路会社６社は、４月の

消費税増税に伴い、通行料金を５０円刻みから１０

円刻みに変える方針を決めた。 

 原則として、増税分を料金に上乗せし、１円単位

を四捨五入する。例えば、５００円の区間は５１０円

に、６００円は６２０円に、それぞれ値上げする。 

 各社は月内にも料金案を公表し、意見公募（パ

ブリックコメント）を行う。その上で、国土交通省に

料金改定を申請し、４月１日から新たな料金にする。 

 増税分をそのまま上乗せすると料金は１円刻み

になり、１円玉や５円玉の受け渡しが面倒なため、

１０円刻みとする。１円単位は原則として四捨五入

だが、一部地域では切り捨てとし、全体で増税分

以上に増収とならないようにする。 

 
 

気楽に宇宙旅行 

海外旅行に行く気軽さで、宇宙に出か

けたい 

 これまで絵空事で片づけられていた宇宙エレベ

ーターが思わぬ広がりを見せている。小型模型を

使った実験競争が熱を帯び、教科書の題材にも登

場。「理系人気」に乗って、中高生らを引きつけて

いる。 

 千葉県船橋市の日大習志野高校で昨年１２月に

開かれた宇宙エレベーターの開発イベントに参加

したのは、高校生３チームと大学生１チーム。高度

５０メートルの高さに浮かべた気球からロープを垂

らし、エレベーター

に見立てた車輪付

きの小型模型を上

下させる性能を競

った。成功したの

は 三 重 県 の 工 業

高校チームで、イ

ベントを開いた「宇

宙エレベーター協

会」の大野修一会

長（４５）は「子供た

ちの熱意がすごい」

と目を細めた。 

宇宙エレベーターを模した小型装置で実験を行う生徒
ら 

 宇宙エレベーターは「宇宙旅行の父」として知ら

れるロシア

の 科 学 者

ツィオルコ

フスキーが

１９世紀末

にまとめた

理 論 に 基

づいている。

アーサー・

Ｃ・クラーク

のＳＦ小説

などにも登

場し、ロケ

ッ ト よ り 安

全で低コス

ト と い う 利

点はあるが、

課題は軽くて丈夫なケーブルの実現。１９９０年代

に「カーボンナノチューブ」が開発され現実味が増

し、東京スカイツリーを建設した大手ゼネコン「大

林組」が２０１２年に構想を打ち出すと一気に注目

が集まった。 

 中でも熱い視線を向けるのが中高生たちだ。理

系人気の高まりを背景に、昨年１１月には東京都

北区で、中学、高校の理数系教員らが中心となっ

て中高生向けのイベントが行われた。１４年からは

神奈川県と神奈川大が共催で、県内の高校生向

けイベントを開く予定だ。 

 学校教材にもお目見えし、新興出版社啓林館

（大阪）が高校英語の教科書で「Ｓｐａｃｅ Ｅｌｅｖａｔｏｒ

（宇宙エレベーター）」を取り上げると、三省堂（東

京）も来年度の教科書で題材に使用を決めた。同

社の担当者は「生徒たちが宇宙に目を向けるきっ 
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かけになれば」と語る。 

 日米両国で開発競争も進み、昨年８月に静岡県

富士宮市で開かれた競技会では、高度１１００メー

トルの世界記録も生まれたが、それでも実現には

まだ数十年かかる見通しだ。大林組で構想をまと

めた石川洋二・上級主席技師（５８）は、「若い世代

が中心となって開発を担ってほしい」と期待を寄せ

る。 

 研究を進める日大理工学部の青木義男教授（５

６）は、「実用化を目指す過程で、社会に役立つ新

技術も生まれるはず。日本の技術革新を支えるた

めにも、挑戦する若者を育てていかなければ」と語

った。 

１.宇宙エレベーターを知っていますか？ 

「宇宙エレベーター」または「軌道エレベーター」を

ご存じでしょうか？  

それは地上と宇宙をエレベーターでつなぐ、こ

れまでにない輸送機関です。地上から天へと伸び

る塔のようなものを想像してください。 

かつては突飛な夢物語として受け止められてい

ましたが、理論的には十分実現可能なものであり、

近年の技術発展によって、手の届く域に到達しつ

つあるのです。 

現在の宇宙開発の主役であるロケットには墜落

や爆発の危険が伴いますが、宇宙エレベーターに

はその危険はなく、大気汚染の心配もありません。

実現すれば、ロケットに依存していた宇宙開発は

大きく飛躍します。訓練を受けた宇宙飛行士でな

い私たちでも、おそらくは高齢者や体が不自由な

人も、宇宙を訪れる機会が得られるかも知れませ

ん。 

２.仕組み 

宇宙エレベーターの仕組みは、簡単に説明すると

次のようなものです。 

地球を周る人工衛星は、地球の重力で下（内側）

へ引っ張られている力と、遠心力で上（外側）に飛

び出そうとする力が一致して釣り合っているため、

高度を維持して周回し続けています。このうち赤道

上の高度約 3 万 6000 ㎞を周る人工衛星は、周期

が地球の自転と同じで、地上に対して天の一点に

静止しているように位置するため、「静止衛星」など

と呼ばれます。 

この静止衛星から、地上へ向けてケーブルを垂

らしたとしましょう。ケーブルを吊り下げた分、衛星

の地球に向いている側、つまり下の方がやや重く

なり、このままでは徐々に地球の重力に引かれて

落下してしまいます。そこで、反対側にもケーブル

を伸ばしてバランスをとれば、衛星は静止軌道の

高度を維持して回り続けられますね。 

次に、下向きのケーブルをさらに伸ばす。また重さ

が偏るので再び反対側も伸ばす。これを繰り返し

ていくと、下へ伸ばしたケーブルはやがて地上に

到達し、地上と宇宙を結ぶ長大な１本の紐になりま

す。このケーブルに昇降機を取り付け、人や物資

を輸送できるようにしたものが宇宙エレベーターで

あり、原理はとてもシンプルなのです。 

３.どこまで研究が進んでいるか？ 

宇宙エレベーターは科学者やＳＦファンの間で

古くから知られていましたが、技術上の課題、特に

宇宙から地上へ吊り下ろせる強度を持つケーブル

素材がないために、夢物語にとどまっていました。 

しかし 1991年、この条件に応えられる素材「カー

ボンナノチューブ」が日本で発見されました。これ

を機に宇宙エレベーターの議論が加速され、多様

で具体的な建造計画が提案されています。米国で

は研究者が集まり国際会議が開催されたほか、宇

宙エレべーターの技術開発のための競技コンテス

トも毎年開催されています｡ 

宇宙エレベーターは、人が地上と宇宙との間を

往復したり、物資を輸送したりする上で理想的な手

段です。実現する上で「解決不能な課題はない｣と

言われています。宇宙進出を進める人類にとって、

将来不可欠の輸送手段です。 

私たち日本宇宙エレベーター協会（JSEA）は、この

宇宙エレベーターの研究と社会への認知、そして

将来の実現の機運を高めていくことを目指して活

動しています。皆さんが宇宙エレーベーターに関

心を持ち、活動へ参加してくださることをお待ちし

ています。 

 

2014 年栄枯盛衰商品 

どんな製品やサービスにも栄枯盛衰が

ある。2014 年に購入あるいは利用すべ

きではない 10 の品目を列挙してみた。 

1．ケーブルテレビ  
 ケーブルテレビ（CATV）の全盛期は終わった。加

入者数は 2004 年以降、減少しており、アナリストら

はこの傾向がいつまで続くか分からないと話す。調

査会社 IHS によると、CATV の加入世帯数は現在、

約 5480 万件と、12 年比で 3.3％減、10 年前と比

べると 17.6％減っている。今年はさらに約 130 万

件減少する見通しだ。 

2．固定電話  

 固定電話を使う一般家庭は減少している。米疾

病対策センター（CDC）が今月発表したデータによ
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ると、米国で 13 年上半期に携帯電話しかなかった

家庭は 5 世帯のうち 2 世帯と、12 年上半期からや

や増えた。この数字は過去 10 年間にわたり増加の

一途をたどって

おり、現在携帯

電話しか持って

い な い 成 人 は

約 9000万人と、

人口の 38％を

占め、その比率は 09 年上半期の 21％、03 年上半

期の 3％弱から大きく上昇している。  

panasonic.com 

3．衛星測位システム（GPS）装置  
 道に迷う可能性を大幅に減らすカーナビは数年

前まで、大部分のドライバーにとって必需品と考え

られていた。しかしこうした流れは一変し、カーナビ

需要は落ち込んでいる。スウェーデンの調査会社

ベルク・インサイトの最新データによると、北米での

12 年のカーナビ販売台数は 750 万台と、ピーク時

の 09年の 1800万台から激減した。ドライバーは大

半のスマートフォンでマップアプリを利用できるた

めだ。 

4．DVD・ブルーレイプレーヤー  
 DVD の販売・レンタル枚数が減っているため、DVD

プレーヤーの購入者が減っていることは驚くに当

たらない。調査会社 SNL Kagan によると、 12 年の

DVD・ブルーレイプレーヤーの販売台数は計 2130

万台と、11 年比で 24.8％減、10 年比で 24.8％減

少した。 

5．ホテル  
 休暇中の宿泊予約をする人が増えるにつれて、

ホテル需要が増加し、客室料金も上昇している。

プライスウォーターハウスクーパース（PwC）によると、

米国内のホテルの平均客室料金は今年、1 泊

110.59ドルと、12年比で 4.1％、10年比で 12.6％

上昇。年内に 115.68 ドルまで上昇するとみられる。 

6．携帯電話の 2 年契約  

 携帯電話の 2 年契約はプラス面よりマイナス面の

方が多い。契約期間中に携帯電話サービス会社

を変えるには違約金を支払わなければならない。

また、こうした料金プランの多くに細則があり、結局、

月額料金は店で言われた契約開始時の価格よりも

高くなる。 

7．デスクトップ型・ノート型パソコン  
 もはやデスクトップ型・ノート型パソコンを購入す

る理由はほとんどない。大半の消費者がパソコン

で利用していた楽曲再生、写真共有、ネットサーフ

ィンなどの機能はタブレット型端末でも利用できる。

出先で使えるように作られたタブレットは価格もパ

ソコンよりはるかに安い。例えば、アップルのデスク

トップ型パソコン「iMac（アイマック）」は 1299 ドルか

ら、ノート型パソコン「MacBook（マックブック）」は

999 ドルからだが、タブレット「iPad（アイパッド）」は

299 ドルからだ。 

8．足元がゆったりしたエコノミークラス

の座席  
 アメリカン航空やデルタ航空などの航空会社が、

足元がゆったりしたエコノミークラスの座席を利用

する乗客に最大 180 ドルの追加料金を請求するこ

とは、ここ数年で当たり前のことになった。こうした

座席は出口の列かエコノミークラスの最前列に設

けられることが多い。 

 だが 100～200 ドルというほぼ同じ料金で、座り心

地やサービスが格段に良いビジネスクラスにアップ

グレードすることができる。このサービスはこれまで

飛行機を頻繁に利用する乗客向けだったが、今は

多くの航空会社がチェックインカウンターや搭乗口

で、追加料金の支払いをいとわない乗客に提供し

ている。 

9．ポイントやマイレージプログラムがつ

いたクレジットカード  
 カード発行会社はここ数年、リワードプログラムの

一部を強化しているが、ポイントやマイルを付与す

るリワードプログラムがついたクレジットカードという

ありふれたサービスは避けた方がいい。 

 多くのカード発行会社はポイント付与率を引き下

げ、以前はより少ないポイントで得られたかもしれ

ない「無料特典」を得るために出費を増やすようカ

ード保有者に求める。しかもカードの大半は 30～

75 ドルの年会費が必要だ。 

 一方、はるかに分かりやすい「キャッシュバック」

プログラムがついたクレジットカードでは、一定のカ

ード利用額に応じて 1～5％のキャッシュバックを受

けることができる。 

10．デジタルカメラ  
 オートフォーカスのデジタルカメラは、その小さな

サイズとおしゃれな外観で長年大きな人気を集め

たが、ここにきて需要に陰りが見えている。全米家

電協会によると、米国でのデジタルカメラ販売台数

は今年、約 1150 万台と、12 年比で 44％減少する

見通し。来年は 800 万台弱に落ち込むと予想され

ている 

2014 年春のスギ+ヒノキ、シラカバ花粉の飛散

数は、北海道と近畿から九州地方にかけては

例年並みかやや多いでしょう。東北と関東甲

信、北陸、東海地方は例年より少ない見込みです。

花粉の飛散数が多かった前年(2013 年)に比べる

と少なく、30％～90％の所がほとんどです。 

 

A


