skimmer で受信した CQ をネットで見ることができま

もっと沢山ＱＳＯしたい !
～

Skimmer 導入記

す。telnet 接続すれば、クラスタと全く同じです。

～

de jh4utp
沢山ＱＳＯができればできるほどご機嫌なコン
テスターのみなさま、こんにちは。

シングルオペでの実験ではいろいろな設定を試
したかったので、送信機の隣に QS1R
Server
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ＱＳＯできなかった局も沢山いらっしゃるわけで、こ
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の方々とＱＳＯしたいなぁ、とコンテスターなら誰し
もあれこれ知恵を絞っておられることでしょう。
１． ＱＳＯできなかった局がいっぱい
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2009 ALL JA の JH4WBY のログで QSO できた

改造
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コールサインを調べると、
1) JARL の結果発表に出現 1848 コール
2) JH4WBY のログに出現 1383 コール

3)項からは、いかに呼ばせるかが重要であるこ
とがわかります。
また、4)項からはＱＳＯをまだ伸ばせる可能性が
あることがわかります。しかし、電波が届かなけれ
ば Ｑ Ｓ Ｏ は で き な い わ け で 、 2010 年 CMA の
JS6RGY と JH4WBY の差を見れば、電波が届くか
届かないかで勝負は決まってしまうことがはっきり
わかります。
それでも、電波は届いているのにお互いが気づ
かずにＱＳＯできなかった局もあるはず、と往生際
悪く考え始めますと Ｓkimmer への道が始まって
しまうのであります。
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ところがマルチオペだと、送信設備と同じ場所に
おいた skimmer はバンド中 WBY だらけになってし
まいました。ローバンドアンテナの接触不良による
回りこみの可能性が高いのですが、原因ははっき
りしません。別の場所に設置してもらってインター
ネットで接続した skimmer が大活躍でした。
３． Ｓｋｉｍｍｅｒ とコンテストの規約
ほとんどの DX コンテストでは活発な議論の末、
その扱いが決まってきています。内容は大別して、
①assisted 扱い
②シングルオペで利用可
③マルチオペ扱い
という感じです。スコア戦略としては多地点・多アン
テナ方向で受信するほうが有利になります。このた

２． Ｓｋｉｍｍｅｒ って何？
という方は、REVERSE BEACON NETWORK

TX

SO3R (Transceiver x 2 + QS1R)

3) 結果発表に載ってなく WBY と交信 531 コール
ール （内訳：PH 202、CW 151、MIX 643）

と Skimmer

をおいてやってきましたが、Radio#1 で送

信中も快調に spot を生成してくれます。

どんなに沢山ＱＳＯできても、結果発表を見ると

4) 結果発表に載っていて WBY と未交信 996 コ
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を見れば一目瞭然。もはや説明の必要はないでし
ょう。ソフトや SDR がなくても、世界中の SDR と

め、リモート受信局は規約で制限がされている場
合もあるので注意が必要です。
国内コンテストではクラスタが機能していない歴
史もあり、規定はまだないようです。いまのところ、
skimmer も RBN もリモート局も使い放題といった
ところですね。
―――――――――――――――――――――――――――――――
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http://www.reversebeacon.net/
http://www.philcovington.com/QuickSilver/
http://www.dxatlas.com/SkimServer/
http://www.n1mm.com/

４． Ｓｋｉｍｍｅｒ とログソフト

６． それがおもしろいの？

未交信局、ニューマルチ

意外なのはスキマーアレルギーの方が少なから

がバンドマップ上に直感的

ずいらっしゃることです。曰く、自分の耳で未交信

にわかりやすく表示されるソ

やニューマルチを発見するスリルがなくなり面白く

フトが必須です。私は N1MM

なさそう、と。確かにこれはこれで大変に面白く、私
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へ乗り換えました。

もパケットもスキマーも使わずにレガシースタイル

WW だ と あ っ とい う 間 に

を楽しむことがあります。そうした みなさんには

96KHz または 192KHz 帯域

non-assisted 部門が用意されています。一方で沢

のバンドマップが埋まってス

山ＱＳＯするためにあらゆる創意工夫を駆使したい

クロールが必要になるので、

みなさんには assisted 部門が用意されています。

マルチディスプレーで上下に

両部門の面白さを活かし、かつ同じ土俵で勝負す

2 面に伸ばして一目で見える

べきでない特性を考慮したすばらしい部門分けだ

ようにしたいところです。また、

と感心します。

2 バンド分しか表示されない

「機械が受信する skimmer を使って何がおもしろ

ので、マルチオペモードで他

いのだ」と決め付けず、このすばらしい技術を使っ

の PC に残りのバンドを表示

て、もっともっと沢山ＱＳＯする醍醐味を味わってほ

してみようと考えています。

しいと思います。

1.8-28ＭＨz の 6 バンドの
全 CW 帯域を表示してくれる
バンドマップの出現を待ちわ
びています。

７． 変らぬものもあるけれど 道具は進化する
現在のＣＷコンテストはキーボードのみで、マニ
ピさえ使っていない方も多いと思います。縦振りの
味わいには共感しますが、キーボードを否定する

５．その効果は？
QS1R と Skimmer Server の組み合わせだと、最

方はいないと思います。もっともっと沢山ＱＳＯした
いなら、縦振れは賢明な選択とはいえません。

大 192ＫＨz 帯域 x 7 バンド内に存在する CW をす

紙のチェックシートと記憶でデュープを一瞬で判

べて spot するので、提供される情報は膨大です。

断できる能力は、ロギングソフトで無用となりました

そして、一度全バンドを俯瞰する経験をしてしまう

が、これに異を唱える方もいないでしょう。

と、もう後戻りはできません。
定量的な測定はできていませんが、効果が顕
著なのは、WW CW のように参加局が非常に多く
混雑している場合、S&P が主体の場合、CW が苦
手な場合（私のことです、hi）などです。
逆に、呼ばれ続けている場合、圧倒的に飛んで
いてＣＱ出している局は全て交信済みのような場

ＲＵＮしながら複数の無線機で他のバンドをワッ
チする SOnR をイカサマと思う方は、もはや存在し
ないでしょう。
ＰＣがモニタに表示したコールをクリックしてＱＳ
ＯするＲＴＴＹなんていったいなにが面白いのかしら
ん、と思っていた私でしたが、初めて参加したＲＴＴ
Ｙコンテストでその虜になりました。

合は、情報は活きてきません。
情報の集め方・見せ方やオペレータの習熟度、

どんな機械やソフトをつかっていても、ＱＳＯする

そして参加局の動向や飛びと耳が総合的に成果

こと自体が楽しいのがアマチュア無線。そして、沢

の上がるバランスのよい組み合わせになっている

山ＱＳＯすればするほど楽しくなってしまうが、コン

必要があるように感じています。

テスターの本能でしょう。それが様々な創意工夫

SOｎR と同様に、最初は悪影響が出ますが、局
の各要素を改善してバランスがとれてくるにつれて、
スコアアップに貢献しはじめることでしょう。

の結果であれば、その面白さに病みつきになって
しまう事はみんなが知っていることです。
Skimmer でＱＳＯの機会が広がる経験は、きっと
みなさんを虜にすると思いますよ。
http://homepage3.nifty.com/jh4utp/

