
出の上のアンテナファーム おじりまし
JA4DND 松浦博美さん :lFf31Ь 井上雅彦さん
三年前に3エ リアからUターンし、ローバン ドでアク

テ ィブに出ておられる」A4DND松 浦さん(本誌40m

バン ドのエデ ィター )は、裏山に素晴らしいアンテナ

フアームを持 つています。今回は私、 JH4DITが
松浦さんのシャックを皆さんにご紹介いたしましょう。

井上 こんにちは、松浦さん。今日はいLイ ンフオメ

ーシヨンを聞きに来たんじゃなくて、インタビユーに

来ました。まず現用中の設備について教えてください。

松浦 アンテナは、1.9�陀 がダイボール、3.5�比はCV

48改造のフルサイズGP、 3.8Ⅲがよ燿鮨5、 湘池は2エ レ

フルサイズ、14厖は6エ レ八木とヽ全部で 5本 のアン

テナを使っています。

井上 全部モノバンドですね。 トライバンド八木 1本

を使ってるだけの私からは羨ましいかぎりですねえ。

ところで、タワーはどんなものをお使いですか。

松浦 タフーは全部で 3本あって、14比と7卜比 と3.8

�彫 、各々四角リ ワーのステー式です。

井上 高さはどのくらいですか。

松浦 3.釧滋用が一番低 くて 2釉 くらいで、山頂付近

にあ り、それから40m下がって 7卜厖用のタワー、これ

が3鈍。さらに40■ 下がった所に14卜彫 用の30mの タワー

があ り、全て3段4方向にステーを張っています。

井上 タワーは全てステー式のようですが、3.釧陀と

か剛厖の大型アンテナをどうやって載せたのですか。

松浦 タワーにステーが張ってあることと、タワーが

山の斜面に立っているので素人では工事出来ません。

今のところプロの職人さんに頼っています。そこらヘ

んがアンテナのメインテナンスの面で苦労 していると

ころです。

井上 そうですね。私も何度かタワーのところまで上

が りましたが斜面は急だし、一番下のタワーのところ

まで登るのに20分 もかか りすからね。もうイヤです よ。

松浦 シヤツクがあるところからタワーまで高低差が

100m位 あるので、初めて登る人はそのくらいい時間が

かかると思います よ。それもササをかきわけて登るわ

けですから。運動靴と軍手をしないとタワーの所まで

行けません。そ う言わずに、手伝ってくださいよ。

井上 たしかにアンテナを調整するどころか、タワー

のところまで登るのがひと苦労ですね。ところで、以

前は、7卜厖 のアンテナがクワツドだったと思 うのです

が、どうして2エ レ八本に換えられたのですか。巷て

は八木よりもクワッドの方がよく飛ぶという話をよく

聞きますが。

シャックにて松浦さん(左 )と インタビュアーの井上さん。

(後 ろのリニアが気になりますね.… ‖1)

松浦 三年前に4エ リアにQSYし た当時は2エ レのクワ

ッドを使っていましたが、エレメントが何回か切れる

トラブルが発生 しその都度、メインテナンスが大変だ

ったので現在は 2エ レの八木を使用 しています。電気

的な特性としては、サイ ドの切れについてはクワツド

の方が良かったと思います。又、F/B比の差はあまり

実感としてないですねえ。ただし、Лξびと受けについ

ては、同一条件下で使 ってないけどもあまり差はなか

ったように思います。でも気分的にはクワツドの方が

よく飛んでよく聞こえたような気がします。

井上 その机の_Lの切換BⅨは何ですか。

松浦 これはアンテナ切換器です よ。シヤツクから一

言可写亀桑麗;'FT橿 姦竃TII、 ]ぶ夕Liみこち 嘔辣

ヤツクとアンテナが離ll過きているのでローテーター

もК100V用 のものを2個使っています。E社のモーター

も使 っていますが、電fT:降下がひどくてタワーの下ま

でAC100Vを フイー ドし、低llに 変換 して使っています。

井上 しか しそれに してもアンテナは抜群のロケーシ

ヨンにセ ツトされていますね。でもケーブルが長過ぎ

て、せっか く下からリニアを使っても上ではそんなに

パワーも出てないてしょう。

松浦 うん、それはあるけども、宙彫や3.測滋はあま

り感 じないよ。でも14卜比 まで上がると約∞bは減衰す

るからね。

井上 ∝Bと い うとパワーで半分 も減衰することにな

り、受信はともか く、送信でも半分になるのでバイル

アップの時には不利 じゃないですか。

松浦 確かに 14卜 1セ ではそれをだいぶ感 じますが、そ

こ(よ ロケーシヨンとアンテナでカバーするしかないて 4

すよ。21Mトレは7ヽ1レ のアンテナでやつています よ。  
「
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井上 それは言えてますね。松浦さんは時 々カリブ方
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面や、ロングバスのアフリカの局など私の全 く聞こえ

ないところとQSOしてることがあ りますねえ。

松浦 そ うでもないです よ。西側には山があるのでど

うしてもアフリカとか、インド洋方面は苦手ですね。

それに、地域差にはどうしても勝てませんね東の局が

こっちの聞こえないカリブと交信 しているのだから。

でも 3本 日のタワーを山頂近 くに立ったので3.測厖だ

けは全ての方向に対 して良く飛んでるようです。

井上 これだけの設備を使っているのだから他の局が

羨ましむのもよく分か りますね。高さはあるし敷地も

広い。でも何か、特に困っていること力tあ りますか。

例えばインターフエアとか。

松浦 インターフエアについては皆無です。アンテナ

が民家からかな り離れているので安心 してオペレー ト

1・ご
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イズで S40db以上 も振ることがあるし、又、将来的に

は原発の関係で送電電圧が50万ボル トまで上るそ うな

ので全 くまいっています。

井上 こちらへ帰られてから、めば しい戦果 ?

松浦 最近のことで言 うと3.創助の4UlUNと 」X
lUGかな。以前は殆んどローバンドに QPtVし てな く

て、制陀で20カ ントリー位しか交信 していなかったけ

ど、ここに来て 5バ ンドDNCCも 完成出来たし、〕CCも

残 り1桁 となったことかな。それに しばらくの間QRTし

てたから、こちらへ帰って約8000局 くらいと交信 しま

したよ。カー ド書きも大変だったけどね。

井上 現存カントリーで残 り1桁 とは、私のような YM

からみれば気の遠 くなるような数ですね。

松浦 でも卜υ印 昭 していましたから、その間に5R8、

9U5、 Ⅶ7等を逃 していますよ。それにCWが苦手なので、

‐CW DКCはまだまだです。
匈ど

井上 カー ドのコンフアームについて何か努力されて

いますか。

松浦 特にないのですが、最近は IRCは殆んど使いま

‐  せん。又、 」AlUQP山 田さんに教わったのですが

|  ダイレクトで請求した分については、全部記録を取っ

ています。いつ誰のものを出して、いつ返送されたか、

又は返っていないか等がす ぐ分か ります。いずれパソ

コン化 したいと思っています。そして主要な国の切手

を入手 し、SttEを用意するのも有効と思います。

井上 今後の目標は。

松浦 ローバンドを主としてや ります。そして、160m

も本格的に トライしようと思ってはいるのですが。皆

さんの耳のレベルに追いつけませんのでイライラして

います。専用 リニアも用意 し、スタンバイしてはいる

のですが …・。それに5酬厖の2�厖がまだできていま

せんので、これも何とか今年中には片付けたいと思っ

ています。そ してハイバンド用にタフー直下にリグを

設置 してシヤツクからリモコンする夢を描いています

が、実現するでしょうかね―。

井上 最後に我々山陰地方のDXア クテイビテイーを向

上 させるには何と良い方法はあ りませんかね―。

松浦 それをいつも考えているのですが、まず我々が、

とにか く、アクテイブに出ることだと思います よ。そ

して少 しでも興味がある人や若い人をどんどん輪の中

に引っ張って来 ようと思っています。井上 さんも頑張

ってください。

井上 本 日はどうもあ りがとうございました。
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