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ベ ア フ ッ ト・ マ ンの苦闘

今 まで度 々信号は聞 きなが ら、どうしても QSOで きなかつたVP2Vで すが、最近、朝
の FCGさ んの ネ ッ トに VP2VEが 出てきてくれるようにな りました。残念ながら相手 の
信号は聞 こえても、肝心 な FCGさ んの信号 が聞 こえな いか 、または極 めて弱 く、声も
かけ られな い 日が続 しヽ
て い ま したが、1月 30日 朝 8時 前 に例 の 21メ ガのネ ッ トを聞
いて いると、 この 日は突然変異 のよ うに FCGさ んの電波が 59で 入感 してくるではあ
りませんか。そ して彼 のCQに 対 して VP2VEが チ ェックィンして来 ました。 55で 入感
しています。
そ こで早速 FCGさ ん と LLLさ んが交互 に、てきぱきと リス トを作成 して QSOが開始
され ま した。 しか し猛 パ イリ
レのためにどうしても リス トに載る ことが できません。そ
の間、VP2VEの 信号 は益 々強 くなつて 57〜

58ま で上がって来 ました。

呼 ぶ こと 1時 間近 くt最 後 の FCGさ んの リス トでは幸 いエ リア指定 とな り、 5エ リ
アの ときは呼 び続 けま したが、 コールバ ックが分か らず 6エ リアに移 つて しまいまし
た。或 いはと思 いなが ら聞 いて いると、FCGさ んが私 の コール を言 つて くれるではあ
りませんか 。私 は リス トに載 つていたのです。喜び勇んで 57を 送 ると 56が 返 つて
きました。
大多数の人が

57以 上 の レポー トをもらつて いましたか ら、私の電波はやは り標準

(?)以 下で しか 飛 んで いかな いようです。 しか し念願 であつたVP2Vと や っとつながる
こ とが 出来 ま した 。

、

これ までの 永 か つた 苦労 を思 うときベ アフットの私 にとつては大感激 で したが、皆
様 か ら見れば全 く馬鹿 気 た労 力 の無駄費 いとしか考えられな いこ とで しょう。
FCGさ んの ネ ッ トでは、今 までにも多 くの貴重なカン トリー を稼がせてもらつてい

ます 。私 のよ うな ベ アフ ッ ト組 にとつては FCGさ んは神様 のような存在 です。
FCGさ ん

!

これか らも ニ ューカマーやベ アフラ ト組 のために、御苦労ですがお世

話 をお願 い します 。
さてDXCCカ ン トリーも 皆様 に助 けられて、残 りは3V,5A,CYり ,KP5,SU,SV/A,TN,VKOH,
VKφ H,ZL8の み とな

りま した。 (但 し 3V8AS,5AIRRを 除 く)

この中で 3V,5ム W,VK￠ Hを 除けば、あとは総て今までにチャンスがありながらベア
フツ トのため、 どうしても陥落 させることが出来なかったカン トリーです。 これから
のコンディションの低下 を考えると、これらのカン トリ
=を 落 とすことは不可能なよ
うな気もしますが 、VKOH,VKOM,ZL8は 守備範囲にありますのでペデイションが一 日も
早 く実行 されることを願 つて います。
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私 の場合 、毎 日が 日曜 日という特権 を利用 して 「鬼 の居 ぬ間」 に大分稼がせても らい
長した 。 ダイポ ール時代 の8P9HR,」 6DX,J79ROJ,ZC4CZや 八木 になつてか らの9X5HG,HKOT
I,KG4QQ,/KPl,PYOSR,ZD9BV等 数え上げれ ば幾 らでもあ ります。9XttGが 21メ ガの CWに
出て くる13時
出始 めた 頃 は精 々 1, 2局 QSOし た らいな くなつてしまうため 、 いつ もヽ
い
こともあ
せ
した
JAで
ち
した
りま
は早 い方 の
。多分
頁に待 伏 して て見事 に QSOに 成功
ユSOだ つた と思 います。
日中でも コ ンスタン トに QRVし て くれ るお陰
超珍 カ ン トリーの BIG PEDIは
0、 必ず チャ ンスが巡 つて きて落 とす ことが 出来 ましたが、苦 い経験 もあ ります。/KPl
D時 、決 まつて昼の12時 過 ぎに21メ ガの CWに 出てくるので例 の待 ち伏 せ作戦 でつなが
り、快哉 を叫んだのは良か つたのですが、返 つてきたカー ドに「not in log piratel」
二書 かれ てあ りま した。 この PEDIで はよくパ イ レー トの CWが 出 るので用心 して い
三のですが 、 これ は定時に出て くるので 、す つか り本物 と信 じて い ました。
しか しYXφ AIだ けは別で、期間が短 かつたの と「アベス風邪」に羅 る者が 多 くて、パ
イルがあ まりに厳 しくて 日中でも全 く手 が出ず 、結局最後 の 日に山へ移動 しなければな
うな くな って しまいました。
また、 まぐれが 当たつた こともあ ります。VP8SSIが 3月 26日 22時 頃28メ ガ SSBで 」A
ヒエ リア別 に捌 いた時、 5エ リアにな つて先ず ローカル局が つなが りました。そ こで思
ヽ
切 つて 10KHz下 で呼んだ ところ直ちに返 つてきました。全 くの偶然でび つく りしま し
、強力 な局 よ りも早 く出来 て申し訳な いよ うな気もしましたが 、正 直 に言 つてその
=が
寺の 爽快 な気 持 ちはベ アフッ トでなければ味わえな いものだ つた と思 います。 OPは 彼

D有 名なOH2BH MARTTIで した。

」A8FCG,LZIWR両 局 のネ ッ トには大変お世話 にな りました。 この ネッ トで得 られた カン
トリー には私 に とつて宝のような重みを感 じさせるものが沢山あ ります。 しか し、FCG
さんのネ ッ トでは珍 カン トリーの時 は リス トに載 せてもらうのが大変 で、載 つても大抵
ま返 つて くる レポ ー トが標準以下 で、VP5」 M JODYさ んには「You're very very weak 33
」 と言われ ま した。勿論CỲNSMの 時 は「鬼 の居 ぬ間」であ りなが ら載 る ことが 出来ず
戻を呑 み ま した 。 これもベ アフラ トの悲 しさと言 うところで しよう。お二人 の献身的 な、
それ も長期 にわたる ご努力 に対 して満腔 の敬意 を表 した いと思 います。
その他多 くの人 々によつて助けられ ましたが、勿論、最大 の功 労者 は EDXGの ロー
カル 各局 、特 に」A5AQC,JA5AUC,JA51GXの 30Mの 絶大な ご支援 があつたれば こそ ここま
で伸 びたわ けです。
さて、順調 だ つた DXハ ンテ イ ングもVP8SSIま でで、その後は初 めに書 いた ようなお
奎の 状態 のため、 NEWは 殆 ど増 えな くなつて しまいました 。10月 の CYO,VU7,VP2Vが
よい例 です 。 あのパ イル と昼 間 に聞 こえてこないのでは手 の打 ちようもあ りません。そ
ごで遂 に今 の設 備 では限界に来て しまつた ことを悟 らなければな らな くな つて しまいま
した。現代版 の ドン・ キホ ーテも矛 を収 める時が来たようです。
幸 いカー ドの方は何 とか CFMで きて、 DXCCの カン トリー数 は念願 の 300に 到達

