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速報 FTM-100/FTM-100D 

八重洲無線株式会社が、C4FM デジタルモードと

アナログ FM モードに対応した新 144/430MHz デ

ュアルモービル機「FTM-100D（20W バージョン）」

「FTM-100DH（50W バージョン）」の発売を、国内

の無線ショップが「速報！YAESU の新製品 FTM-

100/FTM-100D」といち早く伝え、話題となってい

る。 

 
「FTM-100D（20W バージョン）」「FTM-100DH（50W バー

ジョン）」主な特徴（同 Web サイトから） 

■抜群の視認性・操作性が大幅向上 

・クラス初、フルドットディスプレイ（ホワイト LED バッ

クライト） 

・多彩な機能を専用画面やアイコンなどで解りやす

く表示 

・運用状況が一目瞭然、モード/ステータスインジ

ケーター 

・使用中のモードを LED で解りやすく表示 

・デジタルモード（画像伝送）/アナログモードなど 

★ハイパワー機は 144/430MHz とも余裕の 50W 出

力 

★新開発 高感度 66CH GPS アンテナ 

★セパレート/ドッキング運用の 2 スタイルが可能 

★従来のオプションが使用可能 

★もちろん従来の便利な機能もフル装備 

AMS/GPS/ 画 像 デ ー タ ー 伝 送 / ス マ ナ ビ

/Bluetooth/APRS など  

販売価格は「FTM-100D（20W バージョン）」が標

準価格：59,800 円（税抜）、「FTM-100DH (50W バ

ージョン）」が標準価格：64,800 円（税抜）と伝えて

いる。発売時期は、6 月予定しているが、詳細は不

明だということだ。 

 情報をいち早く掲載したのは、全国通販も手がけ

る静岡県伊豆市のショップ「むせん Zone25」の店

長ブログだ。「メルマガ配信の準備を始めていたら、

八重洲無線から届きました！」として、5月14日（木）

夜に掲載した。 

 

IC-7600 をリリース 
アイコム、実戦力が向上した「IC-

7600」をリリース 

アイコム株式会社は HF～50MHz 帯オールモー

ド機「IC-7600」に、新たにバンドスコープのウォー

ターフォール表示、マウスによるバンドスコープの

操作、CI-V コマンドの拡充をはじめとした、実戦力

を高める多彩な機能を追加した“ワンランク上の運

用を実現！”した「IC-7600」をリリースすると発表し

た。 

 
アイコムの HF～50MHz 帯オールモード機「IC-7600」 

今回、追加/強化された機能の以下のとおり。 

 価格は今までと変わらず、すでに IC-7600 を所

有している場合は、同機能を実現する新ファーム

ウェアを 5 月 18 日から無償での提供を予定してい

る。 

★「IC-7600」に追加される主な機能 
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・バンドスコープのウォーターフォール表示 

・マウスによるバンドスコープの操作 

・CI-V コマンドの拡充（アンテナコントロール、ログ

ソフト連携、RIT/⊿TX） 

・APF AF レベルの設定（0～6dB まで 1dB ステップ）

が可能 

・リニアアンプなどの外部機器制御に有効な送信

ディレイ設定 

HF オールバンド +50MHｚ（SSB/CW/RTTY/PSK31/ 

AM/FM）100W トランシーバー 

IC-7600 希望小売価格 ¥398,000 +税 

IC-7600M<50W タイプ>3 アマ免許 以上 

希望小売価格 ¥398,000 +税 

 

総務省が商品名公表へ 

「強すぎる電波」無線機２００機種の

９割が該当 総務省が商品名公表へ 

 総務省は１５日、市販の無線機器２００機種の電

波出力を測定した結果、９割超の１８３機種が電波

法の基準を超えていたとする調査結果を発表した。

消防無線や航空無線の交信に障害を与える例も

あり、同省はメーカーに改善を要請するとともに、

商品名をホームページで公開して消費者に注意

喚起する。 

無線設備の用途 測定機種数
うち碁準に不
適合な機種数

（※） 

FM 卜ランスミッタ 52 39 

リモコン 28 26 

ワイヤレスチャイ

ム 
19 19 

防犯アラーム 18 18 

卜ランシーバ 18 17 

ワイヤレスカメラ 17 17 

通信機能防止装着

(ジャマー） 
11 11 

キーレスエントリ

ー 
9 9 

ワイヤレスマイク 8 8 

ビデオトランスミ

ッタ 
4 4 

ワイヤレススビ一

力 
3 3 

ベビーモニタ 3 3 

オーダーコール 3 3 

釣りセンサー 2 2 

おむつセンサー 1 1 

ナースコール 1 1 

オーディオ卜ラン

スミッタ 
1 1 

温度湿度計 1 1 

サイクルコンピュ

ータ 

(心拍ンサ一付き

自転車用速度計）

1 0 

合計 200 183 

※1 機種につき 2 台とも「著しく微弱」の基準に超える

ことが」明らかなったもの。 

 

ドローンに無線免許義務 

政府検討飛行範囲 5 キロ以上対象 

政府は 8 日、首相官邸の屋上で小型無人機「ド

ローン」が見つかった事件を受け、飛行可能な範

囲が 5 キロ以上と広いドローンの操作に国家資格

の「無線技士」の取得を義務づける方針を固めた。

操縦者に一定水準の無線の知識や技術を求める

ことで墜落事故を減らすとともに、所有者の身元確

認を容易にする狙いがある。 

 ドローンは、飛行範囲が広くなるほど出力の高い

無線機を搭載する必要がある 5 ㌔程度を境に、求

められる通信性能が格段に上がるため、国家資格

が必要と判断した。資格はタクシー無線の管理者

などに求めている「第 3 級陸上特殊無線技士」とな

る見通しで、取得には国家試験や養成課程修了

を義務づける。資格を所管する総務省が免許対象

を定めた省令を改正し、ドロ丨ン操縦者を加える方

向だ。 

 飛行範囲の広い高価な機種は中国などからの輸

入品が多く、一般に国内で市販されている 1 万〜5

万円前後の機種は、飛行範囲が数キロにとどまる

という。このため、多くの機種は免許の対象にはな

らない見通しで、首相官邸で見つかった機種もそ

うだった。 

 ただ、政府は飛行範囲にかかわらず、ドローンの

購入時には住所と氏名を登録する制度を検討して

いる。免許制度と登録制度の二重規制で安全確

保を進める。 

 ドローン規制を巡っては、自民党が官邸や国会

などの上空を原則飛行禁止とし、緊急時にはドロ

ーンを破壊することも可能にする議員立法を検討

している。 
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写真の位置情報は危険です 

スマホ写真の位置情報やＳＮＳへの位

置投稿は危険 

 スマートフォンで撮影した写真や、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｉｎｓｔ

ａｇｒａｍ（インスタグラム）、Ｆａｃｅｂｏｏｋへの投稿で、

思わぬ個人情報がわかってしまうことがある。自宅

が推測されることもあるので注意が必要だ。 

ログやＳＮＳに投稿した写真からプライバシー漏洩

の可能性～」という注意喚起を出している。 

 問題になっているのは、写真に撮影場所などの

データを埋め込むＥｘｉｆ（イグジフ）と呼ばれるデー

タのことだ。Ｅｘｉｆは、写真の撮影日時・カメラの機

種名・絞りやシャッタースピードなどを記録するもの

で、あとで写真を振り返ったりするときに便利なもの

だ。 

 しかしＥｘｉｆには、撮影場所の緯度・経度を記録

するデータ領域がある。ジオタグと呼ばれるもので、

スマートフォンではＧＰＳの位置情報を読み取り、

撮影した現在地を記録する。多くのスマートフォン

では、最初にジオタグのオン・オフを選ぶか、初期

状態でオンになっている。 

 オンのままで撮影すると撮影した場所がわかって

しまうため、個人情報が漏れる危険性がある。たと

えば自宅で料理の写真を撮って投稿し、ジオタグ

が有効になっている場合、ブログなどに投稿すると

自宅がわかってしまうだろう。 

 多くのソーシャルメディア・ブログでは、投稿時に

このジオタグを自動的に削除する機能があるが、

削除せずにそのまま掲載するブログもある。写真に

位置情報を埋め込むのは危険なので、スマートフ

ォンの設定でジオタグ・写真の位置情報は、必ず

オフにしておきたい。 

 この他に位置情報を使うゲームでも、自宅の位置

を知られる可能性がある。昨年からブームになって

いる「Ｉｎｇｒｅｓｓ（イングレス）」は、神社・駅などのスポ

ットを巡り、地図上で陣地取りのようなゲームを楽し

むアプリだ。体を動かしながら楽しめるとあって注

目され、観光地ＰＲにＩｎｇｒｅｓｓを活用している自治

体もある。 

 このＩｎｇｒｅｓｓは位置情報を使うゲームだけあって、

ＧＰＳを常にオンにして使う。誰がどこのポイント（ポ

ータルと呼ばれる）に行ったのか、誰がどこで陣地

を取ったのかといった点が、ゲーム上でわかる。 

 ＩｎｇｒｅｓｓはＧｏｏｇｌｅのゲームであり、Ｇｏｏｇｌｅのア

カウントを基にして名前（エージェント名）を付けて

利用する。名前とエージェント名が同じだと、ＳＮＳ

（Ｇｏｏｇｌｅ＋）で本名や顔写真がわかってしまう場

合がある。メインのＧｏｏｇｌｅアカウントをＩｎｇｒｅｓｓで

使うのは、自宅や氏名がわかる可能性があるので

危険だろう。 

 このようにスマートフォンでの位置情報は、個人

情報を推測される可能性があるので、扱いには十

分注意するべきだ。対策をまとめておこう。 

・スマートフォンの写真位置情報（Ｅｘｉｆにあるジオ

タグ）は必ずオフにする 

 スマートフォンの設定で、写真に現在地情報を埋

め込まないようにする。ｉＰｈｏｎｅでは「設定」→「プラ

イバシー」→「位置情報サービス」→「カメラ」を「許

可しない」に設定。Ａｎｄｒｏｉｄでは機種によって異な

る。カメラを起動して「設定」→「ジオタグ」をオフ、も

しくは「設定」→「ユーザー設定」→「位置情報」で

無効にする。 

・過去の写真にも注意を 

 過去の写真をブログやソーシャルメディアへ投稿

する場合に、ジオタグが入っていないかチェックす

る。スマートフォンで写真を開き、「詳細」もしくはタ

イトル部分に地名が入っている場合は、ジオタグが

記録されている。投稿をやめるか、ジオタグを消去

するアプリをダウンロードして削除しよう。 

・ソーシャルメディアでは、自宅や会社の近くで場

所を有効にした投稿をしない 

 Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなどのソーシ

ャルメディアでは、投稿した場所を書き込む設定を

無効に。あえて場所を投稿する場合でも、自宅や

会社の近くで投稿しないこと。 

・Ｉｎｇｒｅｓｓでは専用のＧｏｏｇｌｅアカウントを作る、自

宅近くで使わない 

 位置情報を使うゲーム「Ｉｎｇｒｅｓｓ」では、普段使っ

ているＧｏｏｇｌｅアカウントを利用しない。イングレス

のために、別のＧｏｏｇｌｅアカウントを作成しよう。ま

た自宅の近くでイングレスを使わないことも大切だ。 

 その他、スマートフォンの写真撮影では、写って

いる人のプライバシーや他人の著作物などが写っ

ていないか注意すべきだ。 

 

ワサビの活用方法 

油性ペンは、ワサビで落とせ！  
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油性のマジックを使って紙に文字や絵を書いて

いると、気づいたらフローリングや机の上にインク

の跡がついていることがありますよね。あるいは、

子どもに落書きをされてしまって、とほほ……なん

てことも。油性マジックだから、落とすのは大変だし、

場合によっては落ちないだろうと諦めてしまうと思

います。基本的には、専用の洗剤や消毒用のエタ

ノールを使う方法もあるのですが、フローリングのワ

ックスを取ってしまうので、傷つける原因にもなりか

ねません。 

でも、冷蔵庫の中の「あるモノ」を使うと、床を傷

つけることなく、きれいに落とせるのです。それは、

ワサビです。普通に売っているチューブに入った、

あのワサビ。実は、ワサビには「イソチオシアネート」

という成分が含まれていて、これが油性マジックに

含まれる有機溶剤と同じ性質を持っているのです。

そのため、この 2 つが混ざり合って、有機溶剤が浮

き出るために、手強い油性マジックの落書きなどを

消すことができるわけです。 

やり方はとても簡単で、油性マジックで書いてし

まった部分にワサビを塗り、よく馴染ませ、インクが

浮き出てきたらティッシュなどで拭き取るだけ。実は、

フローリングや机だけではなくて、肌についたマジ

ックも同じように落とすことができます。肌が弱くな

い人であれば、ワサビがあればもう安心ですね 

 

アマチュア局は「435,376 局」 

無線局等情報検索データ、5 月 18 日

に更新 

 

日本国内の各アマチュア局について、許可され

いる電波の型式、周波数、空中線電力といった免

許情報が、コールサインなどから検索できることで

知られる総務省のデータベース「無線局等情報検

索」が、4 月 18 日現在のデータに更新された。この

データベースによるとアマチュア局として「435,376

局」の免許情報が登録されている。 

 総務省が提供する「無線局等情報検索」では、ア

マチュア局以外に、パーソナル無線、簡易無線、

放送局など、さまざまな無線局の免許データが検

索できる。検索対象となる無線局の免許データの

更新は、おおむね 2 週間ごとに行われているが、5

月 18 日に「2015 年（平成 27 年）4 月 18 日現在」

のデータに更新された。 

 ちなみに同じコールサインでも「移動しない局」

「移動する局」など、それぞれ無線局免許が分かれ

ている場合を含め、アマチュア局として「435,376局」

の免許状情報が登録されている 

 

スニーカーに開いている謎の穴、

あれは何？ 

ランニングシューズに靴紐を通すとき、足首側に

余分に空いている穴を見て「これは一体何のた

め？」と不思議に思ったことはないだろうか。 

だが、もう悩む必要はない。その穴の秘密を見

事に解説してくれた動画が、ネットで話題を集めて

いる。 

動画によると、余分に空いているように見える穴

だが、実は、靴を足にしっかりとフィットさせ、靴ず

れを防止するのに重要な役割を果たしてくれるの

だそうだ。 

秘密は、この穴を使って作る「ヒールロック」また

は「レースロック」と呼ばれる結び方だ。足首のとこ

ろで靴紐の間に生まれる摩擦力が強化され、靴の

中で足首とかかと部分をしっかりと支えてくれて、

履き心地も良い。 

ただ靴紐をきつく縛り過ぎないようにご注意。 

 
 

 


