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～ 8 月某日､きゅうあ～るえるの精鋭､某所に集う ～ 

    

Ｕ：え～、皆さん御無沙汰しています。今

日はいつもビッグスコアを叩き出してい

る皆さんに、その秘訣を語っていただけ

たらと思い御集まり頂きました。どうぞ

よろしくお願い致します。 

 

>>> Part 1 >>> Part 1 >>> Part 1 >>> Part 1 運用運用運用運用ののののノウハウノウハウノウハウノウハウ <<< <<< <<< <<< 

 

作戦作戦作戦作戦 

＜＜＜＜部門選部門選部門選部門選びびびび＞＞＞＞ 

Ｕ：さて、一口に作戦といっても、勝ちに

行く作戦だけではなく、どうやったら面

白いとか、目的に応じて色々な作戦があ

ると思います。まずは皆さん、どんな基

準で部門を選ばれていますか？ 

Ｏ：やはりまず初めにマルチバンドでの参

加を考えますね。同じ時間だけオペレー

トするならたくさんＱＳＯ出来た方がい

いというのが大きな理由なんですが。そ

の上で、是非勝ちたいときとか、時間や

設備等の制約がある場合にはシングルバ

ンドとの比較検討を始めます。それと、

新しく導入した設備のテストを兼ねたり、

苦手なバンドの練習の意味合いから部門

を選んだりもしますね。 

Ｊ：やはり競技としての面白さという点で

はマルチバンドが究極でしょう。ＱＳＹ

のタイミングやコンディション把握など

自分の工夫に託されている変動要素が多

く、やりがいのある部門だと思っていま

す。 

 しかし、いつもマルチバンドでやるのは

大変ですし、賞状を取りにいくときは前

年の結果を分析してシングルを選んだり

します。前年誰が出ていたか、その局数

やマルチを検討して入賞の可能性を探り

ます。1.9 がある場合は AJA 稼ぎも兼ね

て出ることもありますよ。今、家で一番

いい ANT が 144/430 の GP ですので、CW

部門とかで出ています。賞状の穴場です。

アッ、これはないしょ。 

Ｕ：コンテストを始めた頃は賞状貰える部

門ならどこでも良いという感じでしたけ

ど、一瞬の判断とかの面白さを追及する

向きにはマルチバンドですね。けれども、

シングルバンドも出ているマルチを全部

集めないと勝てないようなシビアな面が

あって面白いですよね。 

 

＜＜＜＜準備準備準備準備＞＞＞＞ 

Ｌ：私の場合はコンテスト時間の１０倍以

上を作戦計画に費やします。過去の結果

分析やＪＡＲＬ主催コンテストでは１ケ

月まえからこまめにコンディションの把

握に心掛けます。また、運用パターンを

頭に叩き込んで簡単なシミュレートを行

うこともあります。 

Ｊ：入賞スコア（自分の目標）を算出し、

その局数マルチを実現するためのバンド

タイムチャートを立てることが重要です

ね。ただ漫然と参加しているのでは、ど

こを頑張ればいいのかがわかりませんの

で、ダレますからね。計画は事前に綿密

に立てておき、コンテスト中は、それを

実行することに集中する、これがコンス

タントに結果を出していくために大切だ

と思います。特に移動の場合には、ANT

上げから衣食住まで、準備が全てですね。 

Ｕ：確かに、運用プランや目標があると無

いとでは結果が違ってきますね。参加記

のタイムチャ－トを参考に自分の設備に

合った運用プランを立てて参加したら、

実際スコアがあがってきました。 

Ｏ：過去の結果はいろいろな角度から、何

度も分析して目標を設定したり、運用プ

ランを練ったりしますね。それがまた楽

しかったりするんですが。ただ気をつけ

なければならないのは、前回の入賞スコ

アを出しても決して今回の入賞が保証さ

れた訳ではないという事。部門によって

は近年のレベルアップは凄いですからね。 

Ｕ：これは行ったと思ったら入賞圏外のこ

ともあれば、タナボタ入賞することもあ

りますよネ。勝敗も大切だけどその時々

の運みたいなものもありますから、あん

まり勝負にこだわりすぎても面白くなく

なっちゃいます。  

Ｏ：準備といえば他にも、飲み会やデート

の予定を外しておくとか（！）、有給休

暇をとっておくとかも大事ですよね。 

 

＜＜＜＜コンテストコンテストコンテストコンテスト別作戦別作戦別作戦別作戦＞＞＞＞ 

Ｕ：全市全郡ならＱＳＯレ－トが一番良く

なる方法を考えますよね。どのバンドが

能率がよいか、呼びとＣＱとどちらが効

率がよいかと考えることが、まず基本で

しょうか？ 

Ｌ：ＡＬＬ ＪＡはマルチ重視、６＆Ｄは

１２００以上の運用時間、ＦＤは状況に

より２～３の運用パターンの立案、全市

全郡はレート維持に重点をおいています。 

Ｊ：結局、局数＊マルチなわけで、バラン

スよくとっていくための作戦ですね。全

市郡はマルチ探す必要はないのでレート

だけを考えればいいけど ALLJA のマルチ

バンドは難しいですね。一番難しいです。

例えば途中経過 1200 局 200 マルチだった

とすると、1 マルチ増やす事は、6 ＱＳＯ

と同じです。どちらが残り時間を勘案し

て重要なのか、効率的なのか、可能性が

残されているのかの判断でしょう。わか

っちゃいるけど朦朧とした頭だと判断が

付きにくいんですよね。そんでもって、

楽できるバンドに行ってしまう．．． 

Ｏ：全市全郡ってマルチ探したりしないわ

けでしょ。でも例えばまだ１００局しか

やってない３．５Ｍと３００局もやって

しまった５０Ｍではニューマルチ獲得率

が全然違う。レートは５０Ｍの方がまだ

高いとしてもどちらをやれば得なのかっ

て考えると本当はこれも結構難しいと思

うんです。自分のコンテストログやシン

グルバンド部門の結果表から、ＱＳＯ数

－マルチ数プロットをするとＱＳＯ数の

増加に伴うニューマルチ獲得率の変化と

マルチ数の限界が見えてきて、一応参考

にはなります。 

 

 

 



オペレオペレオペレオペレ－－－－トトトト     

＜＜＜＜呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれるコツコツコツコツ、、、、呼呼呼呼ぶぶぶぶコツコツコツコツ＞＞＞＞ 

Ｕ：コンテストの華はパイルを捌くことだ

けど、どんなに呼ばれていてもＱＳＯ毎

に（フォネティックでなくてもいいか

ら）ＩＤを言う／打つのが、呼ばれ続け

る最大のコツと思うな。 

Ｊ：毎回ＩＤが基本でしょう。でもパイル

捌かれ慣れしてる 50MHz の START 時なん

かは｢QSLQRZ｣と 2 回に 1 回はとばしたり

しますね。ここいらは需要度を感じ取っ

て臨機応変でしょうか。とにかく程よい

パイルを続けるためにどれだけこちらが

喋ればよいかの調整だと思います。パイ

ルを受けてなかなかＩＤ出さない局が居

ますが、パイルを平準化させるためには

毎回のようにＩＤを言うことが大事だと

理解してもらいたいものです。 

Ｕ：逆に呼ぶ側からだと、時間の無駄なの

でＩＤ出さない局はめったに呼びません

ね。これで、少なくとも１ＱＳＯは損す

ることになりますね、ｈｉ。 

Ｏ：ＣＷでもＳＳＢでもパイルを捌くとき

は基本的に、最も早くスタンバイした局

からピックアップするように心掛けてい

ます。たとえコピーが不完全でもなるべ

くそうしてます。ロングコールしてくる

局を先にピックアップすると次はみんな

がロングコールを始めちゃいますからね。

レートを上げる為には重要だと思います。 

Ｕ：ＣＷで呼ぶときはオンフレじゃ無い方

が早いと思いませんか？ 

Ｏ：最近は皆さんかなりナローなＣＷフィ

ルターをお使いのようで、ぴったりゼロ

インして呼ばれることが多いですね。２

局以上に完全に重なって呼ばれたりする

とコピーが大変です。だから呼ぶ側に回

る時は少しだけシフトした方がいい場合

って確かにありますね。かと言ってあま

り大きくずらすと相手局の帯域外になっ

てしまうけど。 

 

Ｌ：バンドによって使い分けも必要ですね。

ＨＦや５０ＭＨｚはバンバン捌いても大

丈夫ですが、１４４ＭＨｚではひとこと

挨拶をいれるくらいのゆとりが大事だと

感じています。また、４３０や１２００

ＭＨｚのＦＭではフォネティックスコー

ドがわからない方が結構いますので、ゆ

っくりコールを言った方が確実に取って

もらえます。（特に私の場合はＬとＲ、

ＱとＫで頭がこんがらがってしまう方が

いるもので・・） 

Ｊ：コンスタントに呼ばれるコツは、その

バンドのノリ・習慣を理解し、そのバン

ドの人になる（化ける）ことだと感じま

す。ちょっとした言い回し・間の取り方

がバンドで違ってると思います。 

Ｕ：Ｊさんが２ｍで「さらにど～ぞ～」と

やっているのを聞いたときは、完全に化

けきっているなと感心しましたよ（笑）。 

＜＜＜＜ランニングランニングランニングランニングとととと呼呼呼呼びのびのびのびの使使使使いいいい分分分分けけけけ方方方方＞＞＞＞ 

Ｕ：突然１時間だけＣＱ出して引っ込む人

とか多いから、こまめに呼びに回らない

となかなかスコアは伸びないんじゃぁな

いんでしょうか。ＤＸでもＷ３ＬＰＬな

んか、ＣＱ出したとたんに呼んでくるよ

うな感じですよね。かといって呼びにし

か回らない人も居るから、この兼ね合い

難しい。皆さんは、どのように使い分け

ていますか？ 

Ｊ：呼びとＣＱは、呼ばれるうちはランニ

ングするにかぎりますが、レートが落ち

たらバンド内の状況把握も兼ねて呼びに

いくのも大事ですね。このタイミングは

賭ですね。ALLJA クラスのローバンドで

すと私の設備ではそうそうランニングが

できませんし、呼び回わりが多いですね。

２ＶＦＯをフル活用して６０ QSO/h くら

いはできますのでかえって無理槍 CQ 出す

より確実な気もします。マイナーコンテ

ストのシングルで、余り呼ばれてないと

きは、何分おきにバンドスイープすると

決めておいたりもしてます。 

Ｕ：うん、４０～５０ＱＳＯ／Ｈ以上で呼

ばれないときは、呼びに回った方が能率

がよいと思うなぁ。 

Ｌ：ＪＡＲＬ主催の場合は開始数時間はと

にかく効率の良いバンドで稼ぎます。さ

すがに夜中とかＨＦハイバンドは悩みま

すね。ここ数年はハイバンドの状態が１

エリアにとっては辛いです。特に１４Ｍ

Ｈｚは殆ど呼びにまわっています。支部

レベルのコンテストであればよばれなく

てもＣＱ連発しないと上位は難しいです

よね。 

Ｊ：シングルバンドであまり呼ばれてなく、

ライバルも CQ 出しまくってる時は特に迷

いますね。探しにいくべきか、もしかし

たらその間に呼んでくるはずだった局を

逃してしまうかもと。ここいらの動き方

が微妙な点差になっているのでしょうね。 

Ｏ：手際よくパイルを捌き、程よい大きさ

のパイルを保つようにコントロールする

のは勿論必要不可欠な技術ですが、呼び

に回っても高いレートを保つというのは

さらに難しいテクニックだと思います。

どのバンドでどのくらいのコンディショ

ンのとき、自分がどのくらいのペースで

呼びに回れるか、によってランニングか

ら呼びに切り換えるべきタイミングが変

わってくる訳ですから、Ｊさんの言うと

おりこの判断が鍵ですね。そしてある程

度パイル捌きができるようになったら、

呼びの技術も磨いておきたいですね。私

も勉強中です。 

Ｊ：みなさんもそうかと思いますが RIG で

唯一印刷がかすれているのは、A/B・A=B

です。親指と人差指で VFO を微動し、中

指で A/B、薬指で A=B、これが無意識に連

携プレーしバンドを隈なく高速になめて

いきます。 

Ｕ：眠い時はこれがキツイんだなぁ。 

Ｊ：設備を揃えてロケを確保し CQ 連呼で優

勝というのも、それなりの努力があって

のことだと思うけど、呼び回りで CQ 連呼

「「「「マーフィーマーフィーマーフィーマーフィーのののの法則法則法則法則～～～～コンテストコンテストコンテストコンテスト編編編編」」」」    

ｂｙ ＪＲ８ＯＦＥ

 

（珍マルチの法則） 

 珍マルチに移動した者だけが珍マルチを逃す。 

（短いＣＱのススメ）  

 ＱＳＯを開始できないのは、唯一ＣＱ送出中で 

 ある。 

（降水確率） 

 移動運用の撤収時に最もよく雨が降る。 



並以上をいくというのがなかなか玄人好

みというか、それも楽しいですよね。 

Ｕ：うん、ある程度呼ばれるようになって

くると、今度はこれが面白くなる。 

 

＜ＱＳＹ＜ＱＳＹ＜ＱＳＹ＜ＱＳＹのののの極意極意極意極意＞＞＞＞ 

Ｕ：わたしは、ＨＦのマルチが集まらなく

ていつも苦労してます。ＤＸやってた頃

は、人よりいつも沢山マルチを拾ってい

たので少し自信があったんだけど．．．

国内の方が微妙なコンディション変化に

対応する能力が必要な感じがしますが、

そのへんの極意ってあるんでしょうか？ 

Ｊ：国内の県マルチはスキャッターに依る

部分が多いので微妙なコンデション変化

を捉えなければならず難しいですね。私

もまだ勉強中です。よく拾ってる局のタ

イムチャートを研究してます。ANT の差だ

とばかり言ってられませんからね。とに

かく今は開けそうな時間にチェック入れ

に行ってるくらいです。 

Ｌ：やはりＣＱ出しても呼ばれる周波数、

呼ばれない周波数ってありますよね。通

常コンテスト周波数の下から上の方に呼

びにわまる方が多いですから、できれば

低い周波数でランニングしたいです。し

かし、こういった一等地はクラブやシン

グルバンダが陣取っているのでなかなか

入り込むことはできませんよね。無理や

り入り込む手もありますが、参加局の様

子やコンディションを把握する目的でＱ

ＳＹしたらまずひととおりバンドスイー

プをしています。たまたま空いている周

波数があるとＣＱを出すこともあります。  

Ｕ：ランニングしながら他のバンドワッチ

して、空きがあったらさっとＱＳＹする。

なかなか空きＣＨが出ない４３０へＱＳ

Ｙするときなんかは、随分ロスタイムの

節約になります。 

Ｊ：FM の空きチャン探しは呼び回りを兼ね

てます。 

 

Ｏ：何か基準にしている信号はあります

か？ビーコンとか。 

Ｌ：５０ＭＨｚはビーコンを聞いています。

６＆Ｄの１２００ＭＨｚは天候によって

かなり信号強度が変化しますので、他の

『きゅうあ～るえる』メンバーの信号を

マークしています。Ｈｉ ２１，２８Ｍ

Ｈｚのスキャッターには６エリアメンバ

ーの信号やＫＱＪの信号をワッチしてい

ます。 

Ｏ：なるほど。私は自分と同じエリアから

参加しているマルチバンダーが今どのバ

ンドにいるかというのも結構気にしてま

す。ハイバンドのオープンには先回りし

てＱＳＹ、ペースの悪いローバンドは根

気負けしないように心掛けています。で

も本当は専ら気にされる側の存在になり

たいですね。ｈｉ 

 

＜＜＜＜体調体調体調体調のののの整整整整ええええ方方方方＞＞＞＞ 

Ｕ：少々体調悪くても、アンテナ上げで汗

流したらなおっちゃうな。後は、二日酔

いに気を付ければいいかな。 

Ｊ：コンテスト当日にどうしても飲みたく

ならないように、前日に大量に飲んで二

日酔いにしておくのも重要な体調管理で

は？hi 

Ｏ：確かに移動運用で参加するときは機材

積み込んで出発さえしてしまえば、少々

の不調は直っちゃいますね。むしろ長い

コンテストは参加した後、翌日からの体

調の方が問題だったりするし...。とは言

っても運用中の疲労感と睡魔は少なから

ず得点に影響してくるんでしょうね。学

生だったころは前日は風邪をひいて(?)体

調を整えたりしてました。 

Ｌ：１ケ月まえから規則正しい？生活を心

掛けています。特に１週間まえからは睡

眠を十分とるようにしています。 

Ｊ：私は事前から喉の調子に注意してます。

すぐかれちゃうので。あとは体力の温存

かな。重い ANT 上げのために筋トレしよ

うかとも思ったことがあります。hi 

 

＜＜＜＜気合気合気合気合いのいのいのいの入入入入れれれれ方方方方＞＞＞＞ 

Ｕ：スポ－ツと同じでイメトレは効果があ

ると思うけどどうでしょう？ ５０Ｍみ

たいにのっけからどパイルになると、テ

ンション上げとかないとレ－トが落ちち

ゃう。 

Ｏ：現地乗り込みで移動するときなどは、

運用地までの車の中でこれから全国にば

らまく事になるコンテストナンバーで架

空のパイル捌きをシミュレートすること

があります。フォーンの場合だと発声練

習にもなるしテンションもあがってきま

すね。 

Ｊ：時間内に持てる力を振り絞りるには、

事前からのコンセントレーションが重要

です。部活で陸上をやってたのですが、

よく似ていると実感します。後半ダレそ

うになった時の気力の持ち続け方は、ま

さに長距離走者のそれと同じだと思いま

す。 

Ｌ：コンテスト直前には気合を入れるため

にビールを１本だけのみます。これ以上

はフルオペに支障が出るために我慢して

います。でも最近は怪しげな前夜祭が催

されているために、ついつい前日に飲み

すぎてしまうのです。Ｈｉ 

 

 

ハハハハ－－－－ドドドド     

＜＜＜＜システムシステムシステムシステムののののデザインデザインデザインデザイン＞＞＞＞ 

Ｕ：ＤＸと比べて設備規模の差が国内では

出難いですよね。皆さんのシステムの勘

所って何でしょうか？ 

Ｊ：やはり適度な打ち上げ角でしょうか？ 

移動でも、とにかく高く ANT を上げるこ

と。ANT が高くなる毎に点も上がりまし

た。 

Ｕ：移動だと、無線機からアンテナまでの

（信ずる者は救われる） 

 良く飛んでいると信じることで、10db は良く 

 飛ぶ。 

（悪循環） 

 丁寧過ぎる挨拶と礼は、待たせている局 

 に失礼であり、長く待たせた事を詫び 

 るには、さらに丁寧な礼が必要である。 

（故障についての考察） 

 無線機器の故障は必ずコンテスト中に起こる。 

  理由 1＞コンテストしかしないから 

  理由 2＞壊れる程の使い方をするから 



すべてに機材が無駄無くコンパクトにま

とまるように工夫するところも、楽しみ

の一つです。 

Ｊ：アウトドアバックパッキングに通じる

ところがありますよね。 

 

＜＜＜＜無線機無線機無線機無線機＞＞＞＞ 

Ｊ：コンテストの場合はかぶりに対する強

さや分離度とそれに操作性の重要度が上

がってきますね。ローバンドにも強くて

ハイバンドの感度もとなると上を見ると

きりがなくなります。950SDX に乗り換え

たくても\がありません。移動にはデカす

ぎますしね。VU はかぶり度が重要でしょ

うか。50MHz は TRV を使ってます。144～

は TS790G ですが、かぶるし子供は出るし

で？です。でも 3 in 1 はラクです。 

Ｕ：色々使い比べることが難しいので人の

評判が便りの綱ですよ。メンバ－の皆さ

んの聞き比べの結果は参考になりました

（Part 3 参照）。 

 

＜＜＜＜アンテナアンテナアンテナアンテナ＞＞＞＞ 

Ｊ：たまたま実家に上げていた ANT を、そ

のまま移動に持ち歩き始めただけなので

すが、八木はメーカー製のが楽ですね。

完全にはバラさず持ち運びに便利な長さ

（2m くらい）でまとめておくと、組立も

楽です。移動の場合は重量が最重要です

ね。移動のハイバンドは HB32S が当クラ

ブ標準 ANT でしょうか。 

Ｕ：随分自作もしたけど、移動だと組み立

て／分解が頻繁なのでやっぱりメ－カ製

の軽いものにおちつきますね。軽いと地

上高も高く出来ますからね。 

Ｊ：固定だと某Ｈ社の、CD78,714X,CL10DXX 

なんかいいですよね。10m がデカ過ぎる

けど。 

Ｕ：ムムッ、どこかで聞いたようなライン

ナップ！ 

 

＜＜＜＜ログソフトログソフトログソフトログソフト＞＞＞＞ 

Ｕ：今年からＺＬＯＧを使いはじめました

が、これで充分です。 

Ｊ：私も Zlog を使わせて頂いてます。わか

っている人が作っているなという感じで

すね。このおかげでデュープチェックが

なくなり後半戦が楽になりました。 

Ｕ：ＴＲ－ＬＯＧっているのも評判がいい

らしいですよ。 

Ｊ：TR-LOG って N6TR の相手ハンドルを打つ

ヤツでしょうか？ 

Ｕ：そうそう、ENCC の会報にもいいって書

いてありましたね。 

Ｊ：そんなソフトがあるとは知らず、N6TR

本人と QSO して、突然ハンドルを打たれ

てビックリした事がありました。 

 

＜＜＜＜小物小物小物小物＞＞＞＞ 

Ｕ：ヘッドフォン切り替機を、２バンド同

時受信出来るようにしています。 

Ｏ：僕はヘッドホンはインナーイヤータイ

プを使ってるので、やはり別々のリグか

ら片耳づつ聞く事ができます。でも切り

換え機があった方が便利そうですね。そ

れと、ＰＴＴはフットスイッチを愛用し

てます。 

Ｊ：ALLJA 以外は RIG が 2 台ですので、ヘッ

ドフォンと KEY を切り替え機でつないで

ます。一応同時受信できるようにしてあ

ります。MIC も切り替えようと思ったの

ですがたまに回り込むので止めました。

プラケ－スで作ったのが失敗でした。 

 

Ｊ：CQ マシーン（byJA0IXW）も活用してま

す。どうもすぐ声がかれちゃうので、こ

いつなしでは 24 Ｈ戦えません。 

Ｕ：私は T6668 です。マイクの UP/DWN スイ

ッチで送信できるように改造しています。

怒鳴っているのが好きなのであんまり使

ってないんですですけど、夜中は楽です

よね。 

 

Ｊ：Zlog キーイングとパラでムラケンのメ

モリーキーヤーもつないでます。 

Ｕ：をっと、Ver.2 以上は直接キ－イングで

きますぜ。これほんと、便利。 

Ｊ：どうもパドルを打ち捌くのが好きなよ

うで手放せません。ともに戦った戦友と

いう感じいつも連れて行ってます。hi 

>>> Part 2 >>> Part 2 >>> Part 2 >>> Part 2 移動移動移動移動ののののノウハウノウハウノウハウノウハウ <<< <<< <<< <<<     

 

コンテストコンテストコンテストコンテスト開始開始開始開始までまでまでまで     

＜＜＜＜場所選場所選場所選場所選びびびび＞＞＞＞ 

Ｕ：得意なＶＵ関係は６Ｄ 問答で紹介する

のですが、ＨＦに有利な場所と言うの

は？ 

Ｊ：HF だけでに言える事ではありませんが、

ANT が気持ちよく展開できるスペース

（空間）が確保できるところですね。丘

や土手とかで回りが開けているとこでし

ょう。ハイバンドの南系スキャッターを

捉えるため、南側が開けている所がベタ

ーかな。 

Ｏ：山に移動した場合、後ろに斜面を背負

っているような中腹だとローバンドの飛

びに影響することがあるように思います

ね。コンディションのせいもあるんでし

ょうが、同じ移動地でもちょっとした設

営の仕方しだいで３．５Ｍがだめだった

り、７Ｍがだめだったり.....。ローバン

ドに関しては斜面よりは周囲の開けた丘

とか堤防の上とかがいいような気がしま

す。 

Ｕ：そうそう、ロ－バンドは山の斜面は駄

目ですよね。あと、堤防の上で一回やる

と、苦労して 500W 出すのが馬鹿らしくな

るくらい飛びますよね。 

 

＜＜＜＜アンテナアンテナアンテナアンテナのののの種類種類種類種類＞＞＞＞ 

Ｊ：マルチバンドは ANT が大変だと思われ

る方も多いでしょうけど、3.5/7 2 バン

ド逆Ｖ 14-28 トライバンド DP もしくは

（ダブルブッキングの法則） 

 友人の結婚式は必ずコンテストと重なる。 

 (反論)＞そう嘆いている人に限って、ほと 

     んど毎週コンテストをやってい

る。 

（用語解説） 

 ツマミを左に回すことを「絞る」と言

い、 

 右に回すことを「絞りだす」と言う。 



HB9CV、50Mhz 4ele HB9CV の 3 本で立派に

戦えます。 

Ｕ：そうゆうアンテナで結果を出せるとこ

ろが移動の面白いところですよね。 

Ｏ：セダンに積み込んで移動してるので、

５０Ｍのエレメントですら一個所ばらし

て運んでます。そのためアルミパイプの

アンテナは、組み立て個所のほとんどを

蝶ネジに変更して作業を簡略化していま

す。 

Ｌ：移動のアンテナ設営はやはり手際よく

短時間で行いたいものですね。私の場合

は年に数回の移動なので、なかなか迅速

に行えません。一応イメージトレーニン

グして臨んでいるのですが、コネクタ付

け忘れやらネジ止め忘れ、挙げ句の果て

にはアンテナの付け忘れ？などいつも上

げ下ろしを強いられています。どなたか

一発で上げるためのコツを教えてくださ

い。Ｈｉ 

 

Ｊ：何本も狭い場所に ANT を上げるときに

は、事前に頭の中でシミュレーションを

しておいてムリ、ムダをしないことです

ね。 

Ｕ：そうやって現地でレイアウトを考える

ときはとても楽しいですよね。 

Ｊ：ローバンドは 10m 以上、ハイバンドも

できるだけ高く上げることが、得点を伸

ばしますね。 

Ｕ：これは、ホントにびっくりするくらい

違いますよね。 

 

 

＜＜＜＜アンテナアンテナアンテナアンテナのののの上上上上げげげげ方方方方＞＞＞＞ 

Ｕ：マストはどうでしょう？ 私は、フジ

のＦＳＰにタイヤベ－スの組み合せを使

っています。ちょっと細工をしてマスト

ごとロ－タで回しています。便利ですよ

～。立てるときは脚立があると楽ですね。 

Ｊ：タイヤベースを使う場合は、その踏み

位置と水平性で ANT がうまく上がり展開

できるかが決まるといって過言でないと

感じてます。特に私は左前と右後の 2 カ

所踏んで 2 ポール上げてますので位置関

係に毎回悩んでいます。一度決めると動

かせませんからね。 

Ｏ：私もフジの FSP を２本使ってます。７.

５ｍのものなので高さが足りない場合は、

内径４０ｍｍの塩ビハイプを継ぎ足して

１０ｍ近くまで伸ばします。ＧＰやワイ

ヤーくらいだと何とか使えます。 

 タイヤベースに関しては、地面がしっか

りしていない場合は３ｍｍ厚くらいの鉄

板を敷いてその上でベースを踏むように

してますよ。少し滑るので工夫が必要で

すが。水平が取りにくい場合も鉄板の下

に何か詰めればいいので便利です。水平

の微調整はタイヤベースのワッシャで行

います。 

 

Ｕ：ところで、移動で１０ｍ位上げると、

万一倒れたときなど大変な被害が出ます

が、設営上度のようなことを注意してい

ますか？ 

Ｊ：オバケポールはタイヤベースをしっか

り踏んで、ステーをきちんと取っておけ

ばそうそう倒れないものだと信じていま

す。信じるしかない？ 上げてる最中ノ

ンステーの状態が短時間で済むように 4

本位伸ばしたら仮ステーを張って無理が

ないか見回してみて、慎重に伸ばしてい

くべきでしょう。強風時には伸ばすのを

断念することも必要でしょう。 

 

Ｊ：Ｕさんはこのまえ CL6DX と HB32S と

7MHzIV を 1 ポールで上げたようですが、

かなりの怪力ですね。6DX(7kg)＋

32S(8kg)=15kg これを素手で 9.5mH はチ

ョットきついと思うのですが。 

Ｕ：いや～、実は背骨が「グキッ！」とい

いかけまして、完全にオーバロードでし

た,hi。しかも、トップヘビーすぎて風に

あおられて少しでも斜めになると、もう

人力では垂直に戻せないくらいでしたよ。

当然自立は不可能で、一段ごとステーを

取り直しながら伸ばしました。危険なの

で絶対まねをしないでくださいってかん

じですね。 

Ｊ：mH からいくとポールは FSP でしょう

か？ FAP よりだいぶ楽なのかな？ 

Ｕ：はい、FSP です。FAP は使ったことが

ないのですが、FSP は、①伸ばしたとき

のすっぽ抜けがない、②伸ばしきったと

ころで勝手にピンが出てロックされる、

③伸ばす途中でも締め付けて休むことが

出来る、ので便利です。 

Ｊ：私はＦＡＰを使ってます。安さと分割

して使えるところが利点でしょうか。そ

れとＦＳＰより風に反らない気がします

が、どうでしょうか。 

Ｕ：そういえば、アンテナを付けていない

のに、風で釣竿みたいに反ったことあっ

たなぁ。 

Ｊ：Ｕさんのローテーターには興味があり

ます。私も余っている 103LB を取り付け

ようかと思ったのですが、穴の位置が合

いませんでどうしようかと思っていたと

ころです。 

Ｕ：簡単なしかけなんですよ。 

＜＜＜＜シャックシャックシャックシャック＞＞＞＞ 

Ｕ：ＲＶＲのリアシ－トでやってます。 

Ｏ：アコードはわりと広い方だとは思うの

ですが、やはりセダンですからねえ。Ｒ

Ｖ車やワゴンが羨ましい。僕の場合、運

転席でオペレートします。 

Ｊ：1BOX ワゴン車ですのでシートを倒して

（好天） 

 「絶好の移動日和」には、本当は無線など 

 すべきではない。 

 



こたつテーブルを入れ込んでやってます。

平に寝れるところがメリットかな。車中

で３泊４日とかですからね。 

 

移動移動移動移動のののの工夫工夫工夫工夫     

＜＜＜＜給油給油給油給油＞＞＞＞ 

Ｕ：やっぱり、Ｊ氏のＦ１方式が究極です

よね。私は、給油の度に休憩するので一

回１５分以上はかかっちゃいますよ。 

Ｊ：休憩時間として積極的に利用するの手

ですが、私はなるべく短くすることを逆

に楽しんでます。hi 私の発電機は 6 時

間でガス欠になりますので、あらかじめ

運用予定表にどこで給油するのかも決め

ておきます。周波数確保できて調子よく

捌いているときに突然ガス欠ではたまり

ませんから。そして予定時間になったら

運用しながら靴を履き、一気に車外に飛

び出し、注ぎ口を付けっぱなしのガソリ

ンタンクから発電機かけっぱなしで給油

します。後からログをみてもどこで給油

したのかわからないくらいの時間で終え

てます。Ｕさんに F1 方式と名付けられま

した。 

 

 

 

＜＜＜＜移動移動移動移動グッズグッズグッズグッズ＞＞＞＞ 

Ｕ：５万分の１地図、山と高原地図、コン

パス、車、衣類、色々あると思います

が．．． 

Ｊ：なべやかんから扇風機テレビまで生活

用品一式持って行く感じです。特に変わ

った物はありません。 

Ｏ：えっ！扇風機とかテレビって変わった

ものじゃないんですか。私は、電子蚊取

り器とかちょっとした医薬品などの忘れ

物には特に注意してます。 

Ｊ：それと最近持ってき始めたのが携帯電

話。人里離れた山中に一人で何日もいる

ので万が一の緊急連絡や家との連絡のた

めあると安心です。 

    

＜＜＜＜食事食事食事食事＞＞＞＞ 

Ｕ：競技中は時間が惜しいのでかわきもと、

パン、カップラ－メンでやってます。競

技の前後は、ＳＢのパックご飯にレトル

トカレ－、ハンバ－グとかの組み合せが

私の好みです。 

Ｊ：私もＳＢのパックご飯（大盛り）とレ

トルト類を基本にしています。それだけ

では飽きるので、カップ麺とかスパゲッ

ティを間に織り込みます。あとはオレン

ジとか、ヴェルディのサラダ缶詰とかが

山の上ではうれしいですね。コンテスト

中は、ロールパンとかカロリーメイトと

かをかじるだけです。 

Ｏ：コンテストが始まるまでは電気式のポ

ットでお湯を沸かし、レトルトパックの

御飯やカレーをそのまま突っ込んで暖め

食べます。ポットは４００Ｗ位の小さな

のも市販されてますので、これだと小型

の発電機でも十分です。あと、缶切り無

しで開く缶詰も愛用しています。設営し

終えた設備と景色を眺めながらの食事は、

何故か最高に美味しいものですね。コン

テスト開始後は、飲み物とカロリーメイ

ト(ブロック)それに栄養ドリンクぐらい

です。ドリンク剤は疲労感が出始めるこ

ろに、早めに飲むようにしています。 

Ｕ：私も、ドリンク剤無しでは２４時間戦

えましぇん。 

Ｌ：私の場合はＣＷ部門でエントリーする

ことが多いのでオペレートしながら食事

を済ますことは問題ありません。ＭＩＸ

部門の場合はＣＷの運用に切り替えて取

るようにしています。 

Ｊ：飲み水はミネラルウォーターのペット

ボトルこれは必要以上に持って行きます。

生活用水はポリタンクです。あと、忘れ

ちゃいけないのが BEER といいちこ。いい

ちこは普通はウーロン茶かおーいお茶割、

寒いときにはお湯割です。１発で体が温

まります。移動お泊まりセットの必携品

目ですね。900mL で\700 とリーズナブル

でもあります。 

Ｕ：アンテナ上げの後の冷えたビールは、

ほとんど麻薬ですなあ。 

 

 

＜＜＜＜おおおお天気対策天気対策天気対策天気対策＞＞＞＞ 

Ｕ：一度、真夏なのに雨と寒さで 死にそ

うになったことがあるので気を使います。

雨の定番スタイルは、キャップ＋ブルゾ

ン＋ポンチョ＋Ｇパンです。これで、土

砂降りのなかの作業も少しは楽に出来ま

す。 

Ｊ：無駄だと思うくらいに衣類はバリエー

ション多く持っていくべきでしょうね。

自然の前では無力ですからなるべく防備

しないとね。雨や風の強いときには、陸

上用のウインドブレーカーが前からあっ

たのでそれを使ってます。体が濡れると

体力消耗しますので着替えＴシャツとか

たくさん持っていきます。 

 

Ｏ：夏の暑さは辛いですね。９４年の６Ｄ

とＦＤはエアコン入れっぱなしだったな

あ。駐車するときフロントガラスの内側

に置く屏風型の日除け、あれは効果大き

いですよ。暑さ対策の他にも、日射しを

遮ってリグのディスプレイも見えやすく

なるし。 

Ｕ：おっ、それは気が付かなかった。早速

やってみよう。 

 

＜＜＜＜ゴミゴミゴミゴミ類類類類＞＞＞＞ 

Ｊ：移動地には土に帰るもの以外は残して

いかないで欲しいですね。最低のルール

です。不用のステー紐も撤収時には回収

しきって欲しいものです。以前見かけま

したので。 

Ｕ：移動スポットはゴミが多いですね～。

いい子ぶるわけじゃないけど、見兼ねて

拾って帰ることもしばしばですよ。移動

のフィ－ルドを守るためにも大切なこと

ですよね。 

 

 

＜＜＜＜そのそのそのその他他他他＞＞＞＞ 

Ｏ：皆さんは大きなコンテストに参加する

際の、ご家族とのマッチングはどのよう

にされてますか？ 何かコツと言うか、

心得みたいなものはあるんでしょうか。  

Ｊ：なんだか近々家族が増えるような心配



事だな？(HW?) これはやはり日頃の行い

でしかないのでは。日々是決戦。 

Ｌ：Ｏさんはいよいよですか？ 私はカレ

ンダーに赤丸をそれとなく付けています。

余談ですが、４月３０日（Ｊさんの誕生

日でしたね）は結婚記念日ですが、毎年

ＡＬＬ ＪＡの翌日で疲れています。 

Ｏ：うっ、思わぬ方向に話が展開してしま

った...。将来参考にさせていただきます。 

 

－・・・－ 

 

Ｕ：え～、どうも今回は長時間にわたって

有益なお話をありがとうございました。

まだまだ皆さんのマル秘ワザについては

充分に語り尽くされてはいない模様です

が、ガイドブック Vol.2 ? に期待するこ

とにしましょう。 

 それでは、またコンテストで皆さんとお

会いできることを楽しみにしています！ 

 


