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 10⽉度ミーティング(MLA48 通算第125回)  OOLL4488MMLLAA  運運⽤⽤報報告告      
10月6(日)，横浜でMLA48プロジェクトミーティングを開催．お知らせの後は，9月28日の合同ミーティングに

欠席されたみなさんのために，チェコ共和国で運用した特別記念局 OL48MLAやオストラバ工科大学(横浜国大

や九州大学などが大学間協定校)での見学・ミーティングの様子を報告．EUとの貿易を手がけるJJ1QBB梅沢さんに

は終始お世話になりましたが，現地のテレビ局(TV RELAX)で放映された番組(YouTube)等をご披露いただきました． 

  

9月17日，羽田からウィーンに着陸後バスで5時間強，オストラバに到着．早速DOV(Science and Technology Center)の
鉄工場ツアーで，ウサイン・ボルトゆかりのBOLT TOWERの頂上まで登るはめに(聞いてないよぉ～)．思い出すと今

でもムズムズ，hi．続いてOK2ER OldaさんのBplusTV社を見学．TV放送機器や緊急通報装置はチェコ全土に設置され

ています．開発室ではマイクロ波・ミリ波の測定装置がびっしりで，小型プラズマ発生器も試作中．会議室には，MLA製

品がずらりと並んで説明を受け，最新の試作品も公開されました．社屋の前でお孫さんのRobert君がドローンを操縦． 

   
 OL48MLA記念局のQSL
カード用写真をパチリ．全

員で近くのレストランへ向

かい，乾杯（Na zdravi）！

郷土料理のディナーを堪

能しました．HAM talkが尽

きない中，初日のオペレー

タ，JA1UHJ 服部さん，

JG1CCL 内田さん，JG1UNE 小暮はOK2RZ Jiriさんのシャックへ移動．アンテナファームHHRRにリモートで繋ぎ，

7MHz 4エレ八木でCQ JA(SSB)を叫ぶも応答なし．仕方なく，EU局のパイルをさばきました．後半は，CWで再挑戦． 
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JA1UHJ  JG1CCL  JG1UNE  OK2RZ 

CQ JA に応答するEU局を無視して，ひたすらCQ JAでがんばる服部さんに，Jiriさんが「EU局はマナーが悪い．JA局は

すばらしい」と…実は一番にOldaさんからコールがあったのも無視したので，翌日彼が「昨夜のCWオペは誰だ…？」と

難しい顔 （しかしこれはジョーク？でしたね, hi）． 

OK2RZ JR1OAO            JG1UNE    JE1WTR

 18日の午前中はランデック鉱山

博物館の地下坑道ツアーで「天国

から地獄へ，hi」．この辺りは少し

掘ると石炭の層で，製鉄とつなが

りますが，既に役目を終えました．

Sanatoria(Spa)でまったり昼食後，

予定時間が押してきてタウンホー

ルで市長との面会は省略（ゴメン

ナサイ）．いよいよJiriさんのアンテ

ナファームHHRRを見学．数ヘクタ

ールの土地にタワーが林立．アン

テナを含む全てが自作とのこと！ 

後ろ髪を引かれる思いで次のオス

トラバ工科大学へ．スーパーコン

ピュータセンターを見学してから

"Magnetic Loop Antenna"の共著

者OK2KQM Marek博士やオストラバ工科

大学の教授陣，地元のハム達との交流会

（YouTube）． JG1UNEによるプレゼン後

に，JR1OAO 中島さんがPATの説明と

Alexloop（競合品ですけど，hi）に付けたモ

ータをドライブして実演．自動チューニング

の動作にチェコのハム達が群がりました．    

OK2RZ Jiri さんのアンテナファーム HHRR

OK2KQM, Marek Dvorsky 教授 

（チェコの専門誌に中島さんの記事が載る

ことになりました）次は，JG1CCL内田さん

が持参したハローウィンLEDランプを贈呈

（皆で工作する時間がなくなり，VY SRI）． 

ナノテクセンターJaromir Pistora教授 

最後はチェコのハムと，MLA48及び

JH1YMCとの友好証に署名で無事終了． 

さらに，Marek教授の研究室やクラブ局 
OK6Aのシャックも見学．分刻みのスケジュ

ールをこなし満足度200%（300%?）でした． 
XYL      JG1CCL 
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中島さんの PAT デモにチェコのハム達は夢中 Marek 教授の研究室 

ディナーでは，Jiriさんが

早速プレゼントの浮世絵T
シャツ（チョットきつかった，

SRI）で登場．暗記してい

る日本語を次々ご披露． 
”Tokyo tokkyo kyoka - 
kyoku”の連呼には唖然，

hi．10万枚のQSLカードの

多くは日本の局というのも納得です．2日目のオペレータ，

JR1MAU 荒さん

JG1CCL  OK2ER  JG1UNE 

，JR1OAO 中島さん，JS1EYR 赤沢

さん，JJ1QBB 梅沢さんは待ちきれずJiriさんのシャック

へ移動．7MHzのCQ JA(SSB)で，あっさりQSOが成立！

（証拠の動画はこちら）．なぜ？というギモンに，Jiriさん

は「ゴメンナサイ．昨日のアンテナ，JAはサイドでした…」

「えーッ！リベンジしたいッ…」 （明日朝移動ですよ…）． 
 19，20日は，ウィーンに戻ってオペラ三昧． JP1HUJ 
大山さんは,なんと出張先のオランダからミュンヘン経由

で合流．残念ですが派遣隊は21
日にウィーン発で帰国しました．  

JS1EYR  JL1DHV  OK2RZ JR1MAU

大山さんは帰りにベルギーで

ON4AEG Guidoさんに会われ，

全行程3,400kmを走破! JG1UNE
とJE1WTRはウィーン大学を取材

後，ナポリへ向け出発．26日まで，

イタリア南部（バーリ，カゼルタ，

オストゥーニ）を巡りました
JP1HUJ 

． 
ドップラー先生   ウィーン大学正門 

    

 フリー編はJA4CKC 藤間さんの「超低周波水晶発振器の音を聴く」です．

東京電波製の古い真空管型水晶発振子（1.6kHz）を，数十年前に入手した

低周波発振器で，魅惑的な発振音を聞くことができました． 

JK1MKP 藤井さんからは

ダイポール・アンテナ用の

バランとコモン・モード・

チョークの性能をまとめ

た発表がありました． 

バランが無いと何が起

きるのでしょう? コモ

ン・モード電流の測定と 

指向性のシミュレーショ

ン結果は，ダイポール・ア

ンテナの性能を引き出すために役立つFBな情報です（＊本件は，RFワールド No.46の原稿の一部

発振器の内部 真空管型水晶発振子 

です）． 
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JA2IYJ 山田さんからは「MLA用

サ基礎実験 第3弾」．前回実施した，

JR1OAO 中島さんの

高圧コンデン

耐圧試験システムの実測結

果をまとめて，さらにPTFEテープ・ポリイミド

シートの重ね方を変えて，基礎実験の結果を発表

シートの重ね巻き・寿司巻きは有効とのこと(詳

しいデータはDropbox)．今後は高可変幅のコンデ

ンサを志向せず，ポリイミドとPTFEで4kV耐圧を

目指し，200pF程度の物を試作して実用性を検証

する予定 ことです． 

．

との

JA9BQE 橋場さんからは，「50kHz～550MHzシグナルジェネレータ・

コントローラ試作レポート」．自作したアナログ方式シグナルジェネレー

タ，レベルメータは，周波数・振幅 定度や，上限周波数の制限など, の安

課題があり，デジタル方式で試作．NWTシリーズはPCとUSB接続し，

WinNWT4で周波数等を制御する仕様だが，スタンドアロンで使用可能

（Arduino IDEのスケッチやC言語等でプログラミング）．(回路図等の

作．NWTシリーズはPCとUSB接続し，

WinNWT4で周波数等を制御する仕様だが，スタンドアロンで使用可能

（Arduino IDEのスケッチやC言語等でプログラミング）．(回路図等の 
詳しい資料はDropbox).料はDropbox). 

 
 

JF1IQQ 下地さん

詳しい資

JF1IQQ 下地さんは「デジタ

ルPATのWiFiモード版」の進捗報告で，ついにスマホからもMLAの

フルチューニングができるという究極版の登場です．第3版(?)は

ESP32でメモリを増やし，コンパクトな基板と128×64ドット表示で

手のひら ズに… 次回の発表も楽しみです．    サイ    

JR1OAO 中島さんからは「超スローモータ12GA330」の紹介で，

ちょっと高いが，8rpmは使えるかも．掲載順は最後になりましたが，

JG1CCL 内田さんは，ついに超カンタンMLAを完成されました． 

 JA3U CN JA1GTZ JA5KVK JK1MKP  OQ JJ1QBB JA1HIS JF1IQQ JA2IYJ JR1OAO JA1BJJ JE3QAE JL1DHV JA1C
JG1UNE  JA4CKC  JF1LKS  JG1CCL  JF1VNR   JI1DCS   JA1AVV 
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