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年会費のお知らせ byJP3YHE 

年度の切り替え時期になりましたので、お知らせ致

します。（4 月 1 日～翌年 3 月 31 日） 

各局あてに、ご案内状をお送り致しましたので、住

所、氏名等をご確認の上、お近くの郵便局等でお

支払い手続きをお取り下さりますようお願い申し上

げます。 

なお、印刷済みの払込取扱票(郵便局用）を同封

しておりますので、ご利用ください。  

・年間＠1,200 円です。 

・会計報告書、会員名簿は 4 月 1 日に Web（会員

専用）ページ上で掲載いたします。 

 
生産完了品を発表 

第一電波工業、ホイップアンテナなど

14 モデルの「生産完了」を発表 

第一電波工業が発表した生産完了商品は次の

とおり。スプリングベースを採用したモービルホイッ

プが多いが、デュープレクサや HF 帯の T2FD 型

ワイヤーアンテナ、イヤホン、ヘッドセットなども含ま

れている。 

＜3月 6 日付け＞ 

・ハンディ用 2WAY イヤホン～HE97 

・デュープレクサー【HF～144/430MHz】～MX72D 

＜3月 12 日付け＞ 

・国際マリン VHF 用アンテナ～150MVHS 

・351MHz デジタル簡易無線用アンテナ～AZ350 

・144/430MHz 帯高利得 2 バンドモービルアンテナ

（スプリングベース仕様）～AZ504SP 

・144/430MHz 帯高利得 2 バンドモービルアンテナ

（スプリングベース仕様）～AZ505SP 

・144/430MHz 帯高利得 2 バンドモービルアンテナ

（スプリングベース仕様）～AZ506SP 

 

・144/430MHz 帯高利得 2 バンドノンラジアルモー

ビルアンテナ（スプリングベース仕様）～AZ507RSP 

・144/430MHz 帯高利得 2 バンドノンラジアルモー

ビルアンテナ～NR770RB 

・144/430MHz 帯高利得 2 バンドノンラジアルモー

ビルアンテナ～NR770HB 

・T2FD 型コンパクトサイズ HF 帯ワイドバンドワイヤ

ーアンテナ～WD330S 

・トランクリッド用基台（エアロダイナミック）～K600M 

・ハンディ用ヘッドセット～EMP300M/EMP300K 

 

電源機器の値上げ？ 

ショップ店頭の実勢小売価格が 10～

15%値上がりか? 

アマチュア無線機や関連商品で知られるアルイン

コ株式会社は、3 月 21 日（金）から安定化電源、DC-

DC コンバーターなど「電源機器」の卸価格を改定す

る。hamlife.jp が複数の販売店に行った取材でわかっ

た。同社が公表している価格（メーカー希望小売価

格）に変更はないが、ショップ店頭では実質的に 10

～15%の値上げとなる公算が高い。 

アルインコが 3 月 21 日（土）出荷分から安定化電

源や DC-DC コンバーターなど「電源機器」の卸価格

を改定することが判明した。アマチュア無線機や受信

機に変更はない。 

 すでに各販売店には卸価格改定の通知が届いて

おり、店頭における実勢販売価格ベースで 10～15%

程度の値上がりとなる公算が高い。改定に至った背

景は「円安の加速で製品だけでなく、流通や生産も

含む輸入関連コスト全体の上昇」と言われている。 

 

スマートレターは本当にお得か？ 
日本郵便が 4 月 3 日からレターパックライト 360 円

より、お手頃サイズで発送できる新商品「スマートレ

ター」を 180 円で販売開始するようです。 
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【表面】     【裏面】 

 

詳細を比較確認してみたのですが、内容は確か

に安くて便利そうなのですが、日本郵便の隠れサ

ービス「クリックポスト」の方が、価格・利便性共

に勝っているようでした。 

スマートレターの詳細とクリックポストとの比較を

して見ました。  

[スマートレターの特徴] 

厚さ・重量がポイントとなるので、発送する物は

まず大きさよりも厚みと重さを見て判断するといい

です。スマートレターは 180 円と半額設定なのです

が、重量が 1kg までとレターパックライトより 1/4 に

設定されているため、この時点で発送に対応でき

る品物は限定されてしまいます。 

大きさの目安が大体こんな感じでカタログみた

いな大きめ雑誌はレターパックライト、書籍やゲー

ムソフトみたいなものはスマートレターに向いてい

ます。 

[クリックポストが勝っているポイント] 

クリックポストのほうがスマートレターより優れてい

る点が多いです。 

比較すると 

・料金 

クリックポスト：164 円 

スマートレター：180 円 

・大きさ 

クリックポスト：長辺 34×短辺 25 

スマートレター：長辺 25×短辺 17 

・厚さ 

クリックポスト：3cm 

スマートレター：2cm 

・重量 

クリックポスト&スマートレター：1kg 以内 

・その他サービス面 

クリックポスト：追跡サービス有り、オンライン決済

可（自宅で宛名作成し貼り付けるだけ） 

スマートレター：追跡サービス無し、購入は店舗で 

こんな感じで取り扱える品物は両者ともに同じで

すが、重量面を除いた全ての面でクリックポストが

勝っています。 

あとスマートレターは、その都度買いに行かなく

ては行けませんが、クリックポストではネットで即決

済でき宛名を自宅プリンターで印刷し封筒に貼り

付けるだけで OK というところがスゴく便利なので

す！ 

以上のようにクリックポストが断然便利なのです

が、大体的に宣伝されておらず知名度が低く便利

なのに知られていない感じです。 

 
西之島さらに拡大 

西之島、標高 137 メートルに、陸地

の拡大続く 

 国土地理院は 17 日、噴火活動が続く小笠原諸

島・西之島（東京都小笠原村）の標高が、1 日時点

で約 137 メートルになり、12 月の計測より約 27 メー

トル高くなったと発表した。 

  地理院によると、面積

は約2．55平方キロと、12

月より 0．28 平方キロ増

加。1 日当たり約 17 万立

方メートルの溶岩が海面

上に流出していると分析

した。 

  山頂から東側に多くの溶岩が流れ出しており、

高さが増していた。  

 

Lunar Xprizs 

今まさに、史上初のレースが始まろう

としています。 

グーグルが主催する、賞金総額3,000万ドル（約

36 億円）を掛けたプロジェクト、「Lunar Xprizs」。月

面にローバー（探査車）を着陸させ、月面を撮影し

た写真や指定されたデータを送信することがミッシ

ョンで、参加するのは全て民間のチームになります。

グーグルは 2007 年からこのプロジェクトを開催して

きましたが、ここにきて各チームの熾烈な争いが繰

り広げられそうな予感…。 

月面へのスタートダッシュを切るのは 2 チーム。

先月の予選を見事勝ち抜き賞金初回分をゲットし

た日本の「HAKUTO」とアメリカの「Astrobotic」で

す。両者とも打上げは 2016 年後半を予定しており、

スペース X のファルコン 9 ロケットへ相乗りする契

約を交わしました。優勝賞金は 2,000 万ドル（約 24
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億円）。手にするには、 低 500m の探査・HD 動

画と写真の地球への送信を 初に達成することが

条件。さあ、1 番乗りはどちらでしょうか？  

契約に関するプレスリリースにて、Astrobotic の

CEO はこう語っています。「NASCAR（全米自動車

競争協会が統括するレースの総称）を月面でした

いと思った。国を代表するチームが同じスタートラ

インに立ち、それぞれの国民は自分たちのチーム

をゴールまで全力で応援する。HAKUTO は、そん

な我々の夢を叶えてくれた 初のチームだ。これ

で史上初の宇宙レースが実現するだろう。」  

でもたった 500m でレースって言える？ そう思っ

たあなた、彼らのレース会場はあくまで月面、そし

てレーシングカーはローバーだということをお忘れ

なく。例えば、NASA が開発した、おそらく世界で

も技術的に優れているであろうローバーは火星

で爆速の毎時 30m しか進みません。 

そうなると、まず爆発せずに軌道に乗り、着陸に

成功し、そして 初の 100m をぶっ壊れないで無

事に走りきる。それだけのことがどんなに難しいか、

ひしひしと感じてきますよね。今回新たに注目を集

めた2社は、当然のことながら予算も限られ、NASA

のような経験もありません。もし彼らが成功すれば、

民間の宇宙探査の大きな道しるべとなるでしょう。 

参）Google Lunar X Prize 

Google Lunar X Prize（グーグル・ルナ・エックスプラ

イズ,略称 GLXP）は、X プライズ財団によって運営

され、Google がスポンサーとなり開催されている民

間による 初の月面無人探査を競うコンテストの名

称である。 

概要 

2004 年に民間による 初の「有人弾道宇宙飛行」

を競うコンテスト Ansari X Prize が開催された。この

コンテストではスペースシップワンが高度 100km の

有人宇宙飛行に成功し、賞金 1,000 万ドルを獲得

した。 

次なる目標として、X プライズ財団は民間が開発し

た無人探査機で月面を探査することを提案し 2007

年 9 月にアメリカでコンテストがスタートした。コンテ

スト期間は 2015 年 12 月 31 日まであったが、2014

年 12 月に期限を 1 年延長して 2016 年 12 月 31

日までとすることにした [1]。その間に規定の条件

をクリアしたチームに 高賞金 2000 万ドルが与え

られる。 

賞金[編集] 

賞金総額は 3000 万ドル（約 30 億円）に及ぶ。 

優勝：2000 万ドル 2016 年 12 月 31 日までに月面

に純民間開発の無人探査機を着陸させ、着陸地

点から 500m 以上走行し、指定された高解像度の

画像、動画、データを地球に送信したチームに贈

られる。ただし、政府または国家主導の月面探査

機が先に着陸した場合、賞金は 1500 万ドルに減

額される。準優勝：500 万ドル優勝チームの次に同

様の指定ミッションを成功させた場合に贈られる。

ボーナスミッション上記に加え以下のミッションを成

功させた場合、それぞれ特別賞金が加算される。

ただし、複数成功させた場合でも上限は 400 万ド

ルである。 アポロ・ヘリテージ・ボーナス（400 万ド

ル）アポロ計画で月面に残した機器を撮影する。

ヘリテージ・ボーナス（100 万ドル）アポロ計画以外

の過去の宇宙開発で月面に残した痕跡を発見す

る。→（月にある人工物の一覧）レンジ・ボーナス

（200 万ドル）着陸地点から 5000m 以上走行する。

サバイバル・ボーナス（200 万ドル）月面の夜を乗り

切る。(月面は 14 日昼間が続いた後、14 日間太陽

が当たらない夜の期間になり温度は-170℃の厳し

い環境になる。)ウォーター・ディテクション・ボーナ

ス（400 万ドル）月面で水または氷を発見する。ダイ

バーシティ賞（100 万ドル）個性的な設計を行った

チームに贈られる。 

マイルストーン賞（中間賞）中間賞は 2013 年 11 月

に XPRIZE 財団と Google が発表したもので、順調

に開発を進めているチームを経済的にサポートし、

更なる投資や認知を上げることを目的としている。

そのために、月面ミッション達成で授与される総額

3,000 万ドルの賞金に加え、総額 1,000 万ドルを新

たに中間賞として設定した[2]。中間賞の候補チー

ムは 2014 年 2 月に発表された[3]。中間賞の発表

は 2015 年 1 月 26 日に行われる予定。 

 

無線設備試買テストの公表 

総務省、電波の強さの測定を行う「無

線設備試買テスト」公表データを更新 

総務省では、発射する電波が電波法に定める

著しく微弱の基準内にあるとして販売されている無

線設備を購入し、電波の強さの測定を行う「無線設

備試買テスト」を実施しているが、基準の許容値を

超えることが明らかな無線設備に関する情報を 3

月 6 日に更新した。 

 総務省では、免許を必要としない微弱の基準内

にあるとして販売されている無線設備をを定期的

に購入し、電波の強さの測定を行う「無線設備試

買テスト」を実施。今回、基準の許容値を超えるこ

とが明らかな無線設備に関する情報を 2014 年 12

月 22 日に公表した（2104 年 12 月 22 日記事）の

に続き、今回 3 月 6 日に更新した。 

 公開された情報は「製造業者、販売業者又は輸

入業者の名称」のほか、「用途」「測定周波数」「電

界強度の測定値（ 大値）」など。用途にはリモコ
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ンやワイヤレスチャイム、ワイヤレスマイクといったも

のがある。 

 電波法で定める無線局の免許が不要となる「発

射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、

ほかの無線通信に有害な混信を与えないよう、雑

音電波と物理的に同等、またはそれ以下となるよう

な値として設定している。 

 著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必

要ないが、許容値を超えている場合は無線局の免

許が必要だ。 

詳細： 

http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/ill

egal/result/index.htm 

 

スマホアプリには、注意が必要  

犯人はお前かっ！ スマホの充電が持

たない原因と言われる超有名アプリ 

 セキュリティソフトの AVG テクノロジーズが 24 日、

スマホアプリのデータを分析したレポートを発表。

「バッテリーを食う」「ストレージを食う」など、主に英

語圏のユーザーにとって困ったちゃんのアプリは

どれなのかがよく分かる。   

  もっともスマートフォンのパフォーマンスを食う、

要はスマホの動きを重くする原因となるアプリトップ

5 はこちら。   

  1 位 Facebook 

 2 位 Spotify 

 3 位 Instagram 

 4 位 Path 

 5 位 Amazon Shopping  

  Facebook お前 かあ あああっ！ よく見たら

Instagram も 3 位に入ってる。ええい同資本でパフ

ォーマンス食いおって。続いて、使ってないときも

バッテリーを食うアプリトップ 5 はこちら。   

 1 位 Beaming Service for Beep'nGo 

 2 位 Security Policy Updates (Samsung) 

 3 位 Facebook 

 4 位 Waze Social GPS Maps & Traffic 

 5 位 Vault-Hide SMS Pics & Videos  

  ま た お 前 か あ あ あ あ っ ！  ほ か は 決 済 の

「Beep'nGo」、ナビゲーションの「Waze」など、アメリ

カで有名なアプリが顔をそろえている。日本に影響

がありそうなのは Facebook くらいかしら。2 位に入

っているサムスンのアプリはプリインストールね。   

  ちなみに AVG では「もっともユーザーが時間を

使ったアプリ」、つまり人気アプリも発表していて、

それがこちら。   

  1 位 Candy Crush Saga 

 2 位 Viber 

 3 位 Maps (Google) 

 4 位 Facebook 

 5 位 Instagram  

  あらここにも Facebook、そして Instagram まで！ 

日本じゃ使われることの多そうな Twitter は 9 位、

Gmail は 10 位という状態。英語圏ではいまだに

Facebook が強いというわけね。   

  なお AVG ではスマートフォンのパフォーマンス

に悩んでいる人に向けて、5 つのアドバイスを提案

している。アプリのバックグラウンド動作を切っても

遅いままなら、こっちを試してはどうかしら。   

 1 不要なプッシュ通知をオフにする 

 2 アプリの位置情報機能をオフにする 

 3 アプリのキャッシュを定期的に削除する 

 4 アプリの更新を Wi-Fi 接続時だけにする 

 5 画面の輝度を下げ、Wi-Fi や Bluetooth を

オフにする 

 

 自動サインインで起動する方法

(Windows 8 / 8.1) 

今夏には Windows 10 への無料 UP デートが可能

予定ですので、それまでの繋ぎとお考え下さい。 

1.[Windows]キーを押しながら[X]キーを押します 

2.[ファイル名を指定して実行]をクリックします 

3.名前に[netplwiz](または[control userpasswor ds 

2])と入力します 

4.[OK]をクリックします 

5.[ユーザー]タブが選択されていることを確認のう

え、自動サインインするユーザーをクリックします 

 ※ここでは、[ユーザー1]を選択します 

6.[ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユー

ザー名とパスワードの入力が必要]のチェックをは

ずします 

7.[OK]をクリックします 

8.[パスワード][パスワードの確認]を入力します 

9.[OK]をクリックします 

10.次回起動時から、この設定を行ったユーザーで

自動サインインが行われます 

11.これで、Windows 8 / 8.1 で自動サインインで起

動する方法は完了です 

 

 


