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ハムフェア 2014 新製品リポート 
 

 

八重洲無線株式会社は 8 月 23 日から開催され

ている「ハムフェア 2014」のブース内で、HF～

430Mｚ帯のオールモード（SSB/CW/F M/ C4F M 

/AM/RTTY/PSK）に対応したコンパクトな 100W

（144/430MHz 帯 50W）トランシーバー、「FT-991

シリーズ」の参考出品を行った。HF～50MHz 帯の

オートアンテナチューナー内蔵、同社独自の

C4FM デジタルモードも搭載しているほか、GPS ア

ンテナの接続も可能。またタッチパネルを装備して

いる。価格は未定ながら 2014 年内に発売の予定

だ。 

八重洲無線が発表した FT-991 シリーズは、サイズ

が 224W×80H×253Dmm、重量約 4.3kg のコンパ

クトボディながら、HF～430MHz 帯を C4FM デジタ

ルを含むオールモードでカバー。さらに 1.8～

54MHz に対応したオートアンテナチューナーも内

蔵。側面には運搬に便利なキャリングハンドルも装

備。3.5 インチ TFT 液晶ディスプレイ（タッチパネル

動作可能）を採用し、ASC 対応の高解像度スペクト

ラムスコープも搭載している。 

タ イ プ は 3 種 類 あ り 、 HF/50MHz 帯 100W 、

144/430MHz 帯 50W の「FT-991」、全バンド 50W

出力の「FT-991M」、HF10W、50/144/430MHz 帯

20W の「FT-991S」がラインアップされている。 

 価格は未定だが、2014 年内の発売を予定してい

るという。 

アイコム株式会社は、同社のフラッグシップモ

デルである HF～50MHz 帯オールモード機・IC-

7800 をさらに進化させた、50 周年記念モデルの

「IC-7850」をハムフェア 2014 の同社ブースで発表 

した。全世界で 150 台限定のモデル。 

 

IC-7850 は、同社の最高級固定機である IC-7800

新機能追加モデルから、さらに「まったくの別物」と

言えるハイスペックを搭載。超近接信号の影響を

極限まで排した受信部など各部に最高水準の技

術を搭載したほか、メイン・サブ両バンドで同時に

高速動作するスペクトラムスコープ（ウォーターフォ

ールつき）を装備。 

 また50周年記念にふさわしく、ボタンや両側面の

金属サッシュ（サイドカラー）部分をシャンパンゴー

ルドにし、メインダイヤルも高級感あるものへ変更。

さらに電源 ON 時の起動画面を変更するなどの演

出が加えられている。 

★IC-7850 のおもな特徴 

・高精度、高ピュアリティの Phase Locked Oscillator

と DDS が実現した最高水準の C/N 特性 

・1.2kHz の IF フィルタ＝OPTIMUM ROOFING 

FILTER 採用 

・最新の他社最高機種を凌ぐフェーズノイズ特性 

・圧倒的なスイープスピードと分解能を実現した次

世代スペクトラムスコープ 

・より高度な運用を可能にするデュアルスコープ機

能 

・かつてない高レゾリューションのウォータープルー

フ 

・マウスによる確実、スピーディーなスコープ操作を

実現 

・PSK31/63 対応 

・SD カードスロット装備 
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・操作性と質感が向上したメインダイヤル 

 なおこの製品は全世界で 150 台の限定発売とな

り、上部にはアイコム創業者で代表取締役会長の

井上徳造氏のサインとシリアルナンバーが刻まれ

たプレートが装備される。 

 希望小売価格は「120 万円台」で、2014 年内の

発売を予定している。 

 

深宇宙通信実験機「しんえん２」 

小惑星探査機「はや

ぶさ２」が搭載される

Ｈ２Ａロケットに相乗り

することを目指す小

型人工衛星「しんえ

ん２」が完成した。九

州工業大（北九州市

戸畑区）が１日、報道

陣に公開した。 

 「しんえん２」は、九

工大と鹿児島大（鹿

児島市）が共同開発。九工大がシステムや構造、

制御系を、鹿児島大が通信や電源系統を担当し

た。 

 完成した機体は直径５０センチの１２面体で、重さ

約１７キロ。特殊な炭素繊維強化プラスチックを採

用し、ボルト数を減らすことで、軽量化を図るととも

に、金具が緩むリスクを減らしたという。製作費は

約５００万円。 

 機体内にはコンピューターと通信機を搭載。月の

軌道周辺や、より離れた宇宙空間と地球上との間

で通信実験を行う。また、宇宙空間で機体の素材

に与える影響なども調べるという。 

 Ｈ２Ａロケットは１２月に打ち上げ予定。宇宙航空

研究開発機構（ＪＡＸＡジャクサ）は、振動や衝撃に

関する試験結果などを踏まえ、「しんえん２」の搭載

の可否を最終判断する。 

 九工大の奥山圭一教授（宇宙工学）は「何とか月

と地球との通信を成功させたい」と話している。 

初代「しんえん」は金星探査機「あかつき」ととも

に 2010 年 5 月に打ち上げられたが、軌道到達前

に交信が途絶えて失敗した。 

 

警察無線、技術遺産に登録 

携帯電話の「先祖」－６５年前開発、中

央省庁初 

この無線機は、警察庁が保管する「ＰＲ－１形超短波無

線電話装置」。移動中のパトカーが警察本部や警察署

と無線で通話できる

機器で、警察と民間

企業が１９４９～５０

年に開発した。 

PR-1 形超短波

無 線 電 話 装 置 は

1949～1950 年に松下電器産業（当時）と警察庁が

共同で開発した、国産初の FM モードによる VHF

帯の車載無線機（真空管式）で、パトカーなどに搭

載された。周波数は 30MHz 帯で基地局側の送信

出力は 50W という。 

国立科学博物館は、未来技術遺産への選定理

由について、次のように公表している。 

「1946（昭和 21）年の GHQ の勧告に基づいて開

発された。素材、機器、測定器に至る全てを国産

化した 30MHz 帯の FM 方式移動無線機である。こ

のことは戦後の無線通信業界に大きな活力を与え

るとともに、ここで確立された FM 移動無線の技術

は、その後各方面に普及していった。本機の採用

により、警察本部とパトロール用自動車との間の意

思疎通を図ることが可能となったため、警察の機能

が飛躍的に高度化した」 

時事通信は、この無線機を「当時の最先端技術

を導入した国産の通信機器で、日本の移動通信

の発展に大きく貢献。携帯電話の先祖に当たる存

在だ」と解説している。なお時事通信の Web サイト

では、PR-1 形超短波無線電話装置と最新式のデ

ジタル警察無線機を並べた写真も掲載されている。 

 

便利ですよ「クリックポスト」 

オンラインで決済して家庭用プリンタで発送ラベ

ルを印刷し窓口や郵便ポストから差し出せる荷物

の取り扱いが開始されております。 

クリックポストはヤフーと連携しており、ヤフオク 

の小荷物（サイズ制限内）を無補償でポスト投函出

来て、追跡調査付きで安く送りたいという要望に応

えた商品です。 

  送料の支払い方法はヤフーの提供する「ヤフー

ウォレット」に限りますが、「はこｂｏｏｎ」同様にヤフ

ーとは関係ない取引サイト利用やオークションでは

ない個人同士の荷物送付にも利用は可能です。 

クリックポストのメリット 

・[全国一律料金]日本全国一律 164 円です。 

・[追跡サービスで安心]追跡サービスで荷物の配

達状況を確認できるから安心です。 

・[ポスト投かん OK]ポスト投かんできるので便利で

す。 

ご利用の流れ 
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STEP1 荷物をご用意 

・1kg までの荷物を送ることができ

ます。 

・長辺 34cm 以下、短辺 25cm 以

下、厚さ 3cm 以下 

 

※損害賠償は有りません。  

※信書・現金を送ることはできません（ただし、内容

物に関する簡単なあいさつ状、請求書などの無封

の添え状や送り状は同封することができます。）。

「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意

思を表示し、又は事実を通知する文書」です。 

STEP2 クリックポスト Web サイトにログインする 

ヤ フ ー 株 式 会 社 が 提 供 す る

Yahoo! JAPAN ID 及びパスワード

を使って、クリックポスト Web サイト 

にログインし、利用登録をします

（初回登録時のみ） 

※本サービスは、Yahoo! JAPAN ID をお持ちの方

のみご利用いただけます。 

※利用登録後、確認メールが送られますので、手

順に沿って利用登録を完了します。 

STEP3 発送する荷物の宛先情報等を入力します 

発送する商品名や宛先を入力し、

ヤ フ ー 株 式 会 社 が 提 供 す る

Yahoo!ウォレットによる決済手続を

行います。 

※本サービスは、Yahoo!ウォレット

によるお支払いが可能な方のみご利用いただけま

す。 

STEP4 印刷した専用ラベルの宛名ラベル部分を切

り取り、荷物に貼り付けます 

・決済後、宛名ラベルが PDF で作

成されますので印刷をします。  

※宛名ラベルの印字はカラー又

は白黒のいずれの印字でも可能

です。 

・A4 サイズの専用ラベルが印刷されますので、宛

名ラベル部分を切り取って荷物に貼り付けます。 

 

 

STEP5 お近くの郵便ポストや郵便窓口等に差し出

します 

作成した荷物（クリックポスト）を、

お近くの郵便ポスト（サイズにより、

一部入らないポストもございます。）

や郵便窓口等に差し出します。 

 

※切手の貼付は不要です。 

http://click-post.force.com/ 

 

非常用マグネシウム空気電池 『マ

グボックス』 

水でも海水でも発電は可能。 

古河電池株式会社と

凸版印刷株式会社に

より共同にて開発され、

世界初の紙でできた

非常用マグネシウム空

気電池「マグボックス」

であります。 

ペットボトル約 1 本分

の水または海水を容器に注入することで、最大で 5

日間、断続的に電力を供給できるとのこと。だいた

い一般的なスマートフォンであると約 30 回は充電

が可能になっております。 

また、使い捨てかつ安価な製品が開発できた秘密

は、凸版印刷が開発した容器にあります。世界初と

なる紙でできた容器は、この電池が発電するのに

不可欠な酸素を十分に供給しつつも、容器の強度

や中の水分が漏れない構造となっております。 

開発の発端になったのは、東日本大震災のときに

スマートフォンをはじめとする個人端末がライフライ

ンとして活躍したことが背景にあります。しかしなが

ら、電力の確保がままならなかったために、十分な



 2014 年 10 月 01 日 発行 第 04 号   通刊 337 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page４ 

情報が確認・発信ができていなかったのが現状と

してありました。実際に古河電池は福島県いわき

市に事業所を置いており、非常時に必要な電力の

確保ができないことを痛感したそうです。 

このマグボックスは、お互いの開発力を集結した、

まさに革命的な商品になっております。価格は約 1

万円ほどで、2014 年 12 月中旬に古河電池より発

売開始予定であります。 

日本の開発力には本当に脱帽です。 

 

LINE 裏技 

URL を受け取った側は、クリックするだ

けで友だち登録できるので、使い方が分

からないという相手に教える時に便利で

すよ！！ 

従来の方法で ID で教える場合は ID を検索しな

ければなりません。たまに ID を登録する事を知ら

ない人もいますし、私みたいに MVNO で LINE を

使っている場合は、年齢認証が出来ませんので ID

検索が使えません。 

また、QR コードの画像を送る場合も、QR コード

リーダーのページで、ライブラリから画像を読み込

む必要がありますので、2 台の端末等が必要に成

ります。 

このように、受け取った側の作業が 2 ステップ以

上発生するので、使い方がわからない人にとって

は少し難しいかもしれません。 

というわけで、もっと簡単な方法はこれ！ 

①まず【友だち追加】から、QR コードを開きます。 

② QR コードリーダーのページ右下にある【QR コ

ード表示】をタップすると、QR コードが表示されま

す。 

③右上の【・・・】を押して【メールで送信】を押しまし

ょう。 

④ すると、メールの送信画面になります。 

⑤その中の、「◆友だち追加」するには、コチラの

下にある URL をコピーしましょう。 

 

 

⑥あとはその URL をメールで教えるだけです。 

URL の有効回数は 1 回だけなので、他の人に教え

る際は、また同じ手順で URL を作りましょう。 

de JJ3UXN 

 

サポートサービス終了製品 

サポートサービス終了製品、並びに、 

エーアイソフト製品総合窓口終了 

エーアイソフト製品に付属しております「サポートサ

ービスご利用規定」に基づき、エーアイソフト製品

のサポート窓口（お電話、メール、および FAX の窓

口）を 2014 年 9 月 30 日（火）をもちまして終了させ

ていただくことになりました。 

■2014 年 9 月 30 日（火）をもって以下窓口が終了

（閉鎖）します 

 窓口名：エーアイソフト製品総合窓口 

 電話番号：03-3376-7440 

 お問い合わせフォーム：

http://www.epson.jp/support/software2/qaform.h

tm 

 

なお、エプソン製スキャナー、複合機に付属してお

ります読ん de!!ココパーソナルにつきましては、引

き続きサポートサービスを継続しております。 

読ん de!!ココパーソナルのお電話でのお問い合わ

せは、引き続き上記電話番号 03-3376-7440 へ

おかけいただき、ガイダンスに沿っていただきます

とサポート窓口へお繋ぎいたします。 

 

■2014 年 9 月 30 日（火）をもってサポートサービ

ス終了となる製品 

 ◆デジカメ de!!ムービーシアター3 

 ◆ファイルコンパクト Ver.5 

 ◆読ん de!!ココ Ver.13 

 

読ん de!!ココはよく使っていたのに、終了とは！。 

 

 


