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本書の著作権
• 本書、お買い上げの製品および製品に付属されているすべてのマニュアルやオプションのアプリケ
ーションとそのアプリケーションに付随するヘルプ文や関連する書類などの著作権、その他のいかな
る知的財産権はすべて株式会社 JVC ケンウッドに帰属するものとします。
• 本書を個人のウェブサイトなどで再配布される場合には、事前に弊社から書面での使用許諾を得て
ください。
• 本書を譲渡、賃貸、リース、販売する行為を禁止します。
• 株式会社 JVC ケンウッドは、本書および関連するマニュアル類に記載されている製品やソフトウェア
の品質および機能が、お客様の使用目的に適合することを保証するものではなく、また、本資料に
明示的に記載された以外、瑕疵担保責任および保証責任を一切負いません。

ソフトウェアの著作権
• ソフトウェアとは、別途配布されるファームウェアやオプションのアプリケーションを含むものとし、
株式会社 JVC ケンウッドが著作権やその他のいかなる知的財産権を保有します。
ファームウェアは、ケンウッドブランドの製品内のメモリーに格納されて使用するものです。
• ソフトウェアに変更を加えたり、リバースエンジニアリングをしたり、複製、インターネット上のウェブサ
イトで公開する等の行為を固く禁止します。
• ソフトウェアを個人のウェブサイトなどで再配布される場合には、事前に弊社から書面での使用許諾
を得てください。
• また、ソフトウェアを株式会社 JVC ケンウッドの製品へ格納された状態以外で第三者へ譲渡や販売
する行為も禁止します。ソフトウェアに関する重要なお知らせ本製品に組み込まれたソフトウェアは、
複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞ
れに株式会社 JVC ケンウッドまたは原著作権者の著作権が存在します。
本製品は、株式会社 JVC ケンウッドおよび原著作権者が規定したエンドユーザーライセンスアグリ
ーメント (以下、「EULA」といいます) に基づくソフトウェアコンポーネントを使用しております。

録音したものの著作権
• 放送の内容を本製品に録音した場合は、個人として楽しむほかは、著作権法上の権利者に無断で
使用できません。
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商標について
• KENWOOD は、株式会社 JVC ケンウッドの登録商標です。
• Windows® ならびに Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における
商標または登録商標です。
• microSD ロゴ、microSDHC ロゴは、SD-3C LLC の商標または登録商標です。
• Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、
株式会社 JVC ケンウッドは、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
• APRS® （The Automatic Packet Reporting System）は、WB4APR（Bob Bruninga 氏）の米国にお
ける登録商標です。
• SmartBeaconing™ は、HamHUD Nichetronix 社から提供されています。
• EchoLink® は、Synergenics, LLC が米国で取得した登録商標です。
• Raspberry Pi® ならびに Raspberry Pi ロゴは、英国 Raspberry Pi 財団の英国およびその他の国
における商標または登録商標です。
• その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標、および登録商標です。本文中では、
商標をあらわす™やⓇなどのマークを省略しています。

免責事項
• 本書に記載された内容の正確性について万全を期しておりますが、誤解を生む可能性のある記載
や、誤植を含む可能性があります。それらによって生じたいかなる損害に関しても、
株式会社 JVC ケンウッドは一切の責任を負わないものとします。
• 株式会社 JVC ケンウッドは、本書に記載された製品仕様などを予告なしに修正や改善をすることが
あります。それによって生じたいかなる損害に関しても、一切の責任を負わないものとします。
• 株式会社 JVC ケンウッドは、当該機器以外の機器との接続や使用から生じるいかなる不具合、故
障、損害に関しても一切の責任を負わないものとします。これらの不具合、故障、損害には接続した
PC や USB メモリーなどの記憶領域を有する機器を含むものとし、記憶領域に保存されたデータの
消失や破損などの副次的な不具合、損害を株式会社 JVC ケンウッドは、一切の責任を負わないも
のとします。
• 株式会社 JVC ケンウッドは、当該機器がお客様の使用目的に完全に適合することを保証するもの
ではなく、また、本書に明示的に記載された以外、当該機器に関する瑕疵担保責任および保証責任
を一切負いません。また、外部機器はお客様の責任で選択、導入いただき、同様にその結果につい
てもお客様が責任負担されるものとします。
• 株式会社 JVC ケンウッドは、当該機器を使用した結果、不具合や誤動作などによって通信や通話の
機会を逸したために発生した損害などの付随的な損害に対する責任を負わないものとします。
• 外部機器や PC との接続方法、外部機器や PC の設定、操作方法や関連する技術情報につきまし
てはお客様のご質問に回答できない場合があります。
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• 大切なデータのお取扱い当該機器の故障、不測の事態の発生または当該機器の誤操作や誤動作
によりお客様の大切なデータが失われてしまう可能性があります。運用情報、録音した音声、メッセ
ージ、設定データやログなどの大切なデータは、お客様ご自身で随時バックアップデータを作成し
USB メモリーなどの外部データ記憶装置で保存してください。

株式会社 JVC ケンウッドの連絡先や URL について
• 本書では、本書発行時点での最新の連絡先や URL を記載しております。社会事情、経営環境の変
化などにより株式会社 JVC ケンウッドの連絡先や URL が変更となる場合があります。

この解説集を制作、執筆 するにあたり、下記の方々にご協力をいただきました。
WB4APR ボブ ブルーニンガ氏
W6GPS

ドン アーノルド氏

また、世界中 で稼動している APRS、D-STAR システムの保守、保全を担当しているアマチ
ュア無線家 の方々にも、感謝したいと思います。
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1. はじめに

1. はじめに
1.1 本書の発行に寄せて
本書は、TH-D74 のユーザーの皆様 に APRS や D-STAR などの機能をよりお楽しみいただくために制作
いたしました。TH-D74 およびメモリーコントロールプログラム MCP-D74 について記載しております。
これまでは、TM-D710/G シリーズや TH-D72 では、APRS を搭載した双方向のデータコミュニケーターとして機能を特
化し、メッセージや位置情報などの交換がスムーズにおこなえるように開発をおこなってきました。
TH-D74 では、APRS の機 能がさらに進 化し、設定や操作も容 易 になりました。APRS のビギナーの方 か
らベテランユーザーの方 まで、これまで以上に APRS を楽しんでいただけます。
また、TH-D74 では、これまでお客様からご要 望の多かった日 本アマチュア無線連盟(JARL)が開発したデ
ジタル通信方 式 D-STAR にも対応しました。デジタルならではのクリアな音声 で、多彩な通信をお楽しみ
ください。
ハンディー機 では業界初 *1 で TFT 半 透過型カラー液晶の採用 により、これまでにない豊かな表現力と視
認性を備えた高性能、高 機能のハンディー機として開発を進 めてきました。
さらに、TH-F7 で好評の広帯域周波 数 受信機能 について、本機では CW/SSB/AM 受信機 能は DSP によ
る処理をおこない、IF 帯域 フィルターなどの機能でより快適に受 信できるようにしました。
APRS や D-STAR では無線機の位 置情報の活 用シーンを想 定し、高感 度 GPS を搭 載していますので、
外部 GPS は不要です。移 動軌跡をログに記録できる GPS LOG モードも搭 載 しています。
PC とのインターフェースは、USB に加えて、新規に Bluetooth や microSD メモリーカードにも対応 し、PC
等の周辺機 器との連携もおこないやすくなっています。
このような TH-D74 を皆様に快適にお使いいただけるように本 書では解説しています。
弊社ウェブサイト http://manual2.jvckenwood.com/index.html に掲載の取扱説明 書【詳細編】と併 せ
てご覧いただければ幸いです。
2017 年 9 月 TH-D74 開 発チーム

*1

2017 年 9 月 現 在

注 ) 本 書 (PDF 版 )は、「アマチュア無 線 フェスティバル ハムフェア 2017」で配 布 をおこなった冊 子 の内 容 に、図 面
や画 像 の追 加 などをおこなったものです。
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1. はじめに

1.2 TH-D74 定格

注）
・送信部および受信部は、JAIA（日本アマチュア無線機器工業会）で定めた測定法による数値です。
・仕様は技術開発に伴い予告なしに変更することがあります。

■受信できない周波数について
・受信周波数の表示の関係によっては、無変調信号を受信することがあります。これはセット固有の周波数構成によるものです。
・19.2 MHz の n 倍
・11.06 MHz の n 倍付近

VRX: VHF 受信周波数、URX:UHF 受信周波数
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2. APRS の楽しみ方 (WB4APR, Bob Bruninga)

2. APRS の楽しみ方 (WB4APR, Bob Bruninga)
2.1 APRS について
TH-D74 は、APRS/D-STAR 対応のハンディー無線 機で、KENWOOD の最新モデルです。
これまでコールサインで呼び出しできるのは APRS だけでしたが、新しくデジタルボイスの D-STAR ネット
ワークにも対 応しました。
それらは、運 用に有用な非常に多くの新機能や強 化機能が搭 載されており、APRS にどれほどのパワー
をもたらしてくれたのかを完全に把握 するのも困難なくらいです。
アマチュア無線による人と人とのコミュニケーションを円滑にするための共通の情報リソースである APRS
の基本機能 やデジタル音 声通信を常 に進化させています。その背景を理解 するには、まず APRS とパケ
ット通信の歴 史を理解する必要があります。

2.2 パケット通信の歴史
APRS (Automatic Packet Reporting System) の起源は、1970 年代後 半 に AMRAD (Amateur Radio
Research and Development) という団体が意欲 的に実験をはじめた AX.25 プロトコルによるパケット通
信にまでさかのぼります。
これはインターネットがまだ登場する前のことであり、私たちは余暇をシャックで過ごしながら、AMRAD の
音声レピーターを使って他 のメンバーとなごやかに交 流していたのです。
毎晩、毎週 末、誰かが何 かの作業に取り組むか何か新しいものを開発していて、私たちはその興奮 を仲
間と分かち合 っていました。最近の若い人たちが iPad やスマートフォンを一 時も手放 すことなく新しい情
報を入手しているように、当時の私たちはどこに行 くのにもハンディー無 線機 を持参したものでした。

APRS の歴 史 : VIC-20 から TH-D74 まで

米国では RTTY しか許 可されていなかったため、私たちは RTTY チャットチャンネルを開 発してレピータ
ー通信を増 強することにしました。音声レピーターと同じように動作するデジタルチャンネルが欲しかったの
です。つまり、情報を持っている人がそれを送信し、誰 でもモニターしている人がその情報を取得できる仕
組みです。
AMRAD では RTTY を元 にして AX.25 という仕様を開発し、それが合法化 されると、私たちはすぐにチャ
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ットグループを組織してリアルタイム非接続型の (UI)パケットメッセージングで交信をはじめました。
AMRAD にとっては、この仕様で運用 した唯一のイベントが、恒 例のオールド ドミニオン 100 マイル耐久
レースでの通信サポートでした。80 年 代中頃、APRS の最初のシステムでは、VIC-20 とパケット通信 を使
用して、24 時間かけておこなわれるレース中に数 百平方マイルの面積にちらばって走 る数百人 (頭) の
ランナーや馬 の情報を共 有していました。当時は GPS のようなものは存在 しませんでした。
このシステムは単純なパケットチャンネルで構成され、各チェックポイントはレース参加 者の到着時 刻に関
する情報とオブジェクトをビーコン送信し、オブジェクトが次のチェックポイントに引き継がれるときに、その
オブジェクトに対する責 任もそのチェックポイントに移されました。誰でも自分 の画面を見 れば、いつでも各
局からレポートされるオブジェクトのリストやその状態 を確認できました。
新しい情報 はすぐに配 信 できるように高いレートでビーコン送 信 されましたが、すぐに減 衰 してチャンネル
の負荷が減 少しますので、新しい情報 はなるべく輻輳が起こらないように高い優先度が与 えられました。

2.3 パケットネットワークの発展
私たちは 1983 年から VIC-20 に VHF、HF、電話回 線、さらに BBS メッセージの保存と転 送機能を追 加し、
またコモドール 64 への移行作業もはじめました。
このシステムは 145.01 MHz で運用 されていた他のシステムともリンクされ、現在でも APRS で使用され
ている 10.149 MHz の HF パケット周 波数に対 する初のデュアルポート HF リンクも備えていました。
この頃は胸 躍るような時 代でしたが、パケット通信 は接続されたポイント間のトラフィック、次に BBS システ
ムで使われることが多くなり、オペレーター同士がリアルタイムで互いに接続 するという使 われ方が減 りつ
つありました。その頃までには、リアルタイムの活動を広くアナウンスし、UI メッセージングによってグループ
チャットをおこなうライブのビーコン送 信 は姿を消しつつあるばかりでなく、実際に共有の BBS チャンネルで
は非合法化 されようとしていました。
BBS ネットワークや数 十あったパケット専用周波 数 でビーコン送 信やチャットができないように、すべての
パケットノードで UI デジピーター機 能も無効にされようとしていました。
それでも私たちは、オペレーター同 士がリアルタイムにやりとりする UI パケットチャット機 能が欲しいと思い、
また刻一刻と変わる最新 の数値をデジタルデータとして地元のオペレーターやオペレーションと迅速にやり
とりするために有用なリアルタイム通信、情報配信チャンネルを必 要としていました。
1992 年に私 たちはコモドール 64 を見限り、クロック周波数が 4 MHz の IBM AT/PC に切 り替え、システ
ムの名称も CETS (Connectionless Emergency Traffic System) から私 のコールサインにうまく合わ
せて APRS (Automatic Packet Reporting System) に変 更しました。
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2.4 1990 年代の APRS
私は 1992 年の ARRL/TAPR デジタル通信カンファレンスで APRS を正式 に提唱しました。
APRS は GPS ユニットの価格が 500 ドルを切るようになると本格的に普 及しはじめ、私はアメリカ全土
の地図を手 動でデジタル化し、その他 のいくつかの国については紙の地図から測定した座 標を使ってデジ
タル化しました。
この新機能を強調するために、一時的に「P」が「Position」の略とされたのもこの頃のことです。しかし、残
念ながらこれは間違いでした。
その後の 10 年間で GPS が手軽に利用できるようになると、多くのアマチュア無線家 は APRS の位置情
報マップばかりに注目するようになり、人と人との間 でリアルタイムに有益なアマチュア無線の情報を交 換
するためのさまざまな通信アプリケーションは顧みられなくなったのです。
非常に多くのアマチュア無線家が送信 専用の GPS トラッカーを購入するようになり、人間同士のリアルタ
イム通信という要素がますます無視されるようになりました。その後に登場した多くのソフトウェアクライアン
トも地図を中 心に据えており、基本的なネットワークプロトコルや人と人とのつながりはほとんど考 慮されて
いませんでした。

APRS ネットワークは、主 にローカルのリアルタイム運用に設 計 されていますが、
APRS-IS は地元 IGate から情報を収 集し、世界中 の情報を共 有します。

2.5 APRS-IS
1997 年、K4HG Steve 氏 および Mac/ WinAPRS の開発者 である Sproul 兄弟が APRS をインターネ
ットに接続し、前ページの図のような APRS-IS システムが誕生しました。 これは、私たちの他愛ない夢 を
越えて、即座に世界中でテキストメッセージによる APRS 接続を可能にした点 できわめて大きな成功であ
るとともに、その場しのぎだった APRS ビューワーの地図ビュー機 能もさらに強 化されました。
参照: http://aprs.org/outnet.html
APRS の地 図を見るとカラフルではありますが、どう見ても APRS システムに本来備わっている人と人 との
交流や接続 を実現するものではありませんでした。
また、その当時氾濫していた片方向通 信のトラッカーと通信 することも不可能 ですし、地図 上に単純な二
次元アイコンを表示するという目的のために双方向 通信であるアマチュア無線の価値がさらに犠牲になっ
ていました。
また、これらの単純なアイコンでは、色属性のうち他 の 8 つの次 元が省略されており、ビューワーでリアル
タイム情報を一目で把握 できる特性も失われていました。
参照: http://aprs.org/symbols.html
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2.6 APRS 対応無線機
このような風 潮に対抗 するために、私たちは APRS の用語としては P の文字に「Position」の単語 を当
てるのをやめて、当初の「Packet」に戻 すことにしました。
そして 1998 年、KENWOOD が完全一 体型のハンディー機 TH-D7 を発売し、APRS のフィールド運用 と
デジタル通信 にとって、歴 史的な機能 強化を実現しました。
TH-D7 は、世界中のアマチュア無線家の手のひらに APRS 機能をもたらしたのです。
TH-D7 は GPS 入 力に対 応しているだけでなく、 APRS メッセージング、ブリティン、テキスト機能もすべて
備えていました。
その後の 11 年間にわたって、TH-D74 の前身であるこの無線機 は、APRS がパケット通信 に新しい生命
を吹き込んで以来、最も人 気の高い KENWOOD のハンディー機 でした。
同時に KENWOOD は、2000 年に完全一体型の APRS 対応モービル機である TM-D700 を発売しました。
この無線機 は APRS 対 応フロントパネルディスプレイを搭載しており、モービル局は APRS の地域 の状
況を把握するための下記のようなフル機能を手に入れたのです。
ディスプレイを搭載したおかげで、モバイル PC やノート PC を一 切必要とせずに APRS 情報コンテンツの
配信システムが整ったのです。
さらに、GPS ユニットを取 り付ければ地図の表示が可能になり、無線機のディスプレイにはその他すべて
の情報コンテンツが表示されました。
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2.7 テキスト機能
しかし、それでも APRS を使用していないほとんどのアマチュア無線家は、地図以外は APRS に何 の意
義も見いだせませんでした。APRS から人間的なリアルタイムのコンテンツがますます失われていくことに
対する私の苛立ちはその後も続き、「若者のアマチュア無線離 れ」をテーマにした 2006 年デイトンでの
ARRL 特別ミーティングでとうとう限界 に達しました。集まった ARRL の長老たちは嘆いていました。
「アマチュア無 線 の世 界 から若 い人 々が減 っている。若 者 は携 帯 電 話 でテキストを送 るのにあまりに忙 しく、
アマチュア無線にはそれに相当する機能がないのだ。」と。
私は頭にきました。
アマチュア無線では、10 年近く前から、KENWOOD の APRS 対応ハンディー無線機 TH-D7 によって携
帯可能なテキスト電子メール機能が実用化されているにもかかわらず、アマチュア無線界 の指導層はそん
なことも知らず、一度たりとも試してみようとしなかったのです。
これは実にもどかしい状況 でした。アマチュア無線家 たちが APRS によるリアルタイムのデジタルテキスト
通信を敬遠 する一方で、世間の若者 たちは、おおよそ考えられるあらゆる携 帯機器でテキストメッセージ、
さらには Twitter に夢中になっていたのです。
しかし、頭の固いアマチュア無線界のオールドタイマーたちには、キーパッドからテキストメッセージや電子
メールを送信 する APRS の機能に何 の価値も見 いだすことができませんでした。

上図のように、アマチュア無線には 26 種類以上 ものテキストシステムが存在します。
幸運にも、現 在ではほぼすべてのスマートフォンや携帯機器に APRS メッセージに対応したアプリが存在し
ます。
私たちが APRS で最終的 に目指していることは、別 々に存在するこれらのシステムをシームレスに統合 し、
コールサイン宛てのメッセージがどんな機器から送 信されていても、そのコールサインの所有者が使用 して
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いるあらゆる機器に配 信 できるようにすることです。これらのシステムの多くは、すでに APRS や APRS イン
ターネットシステム (APRS-IS) から接 続されています。
参照: http://aprs.org/aprs-messaging.html

2.8 APRS ボイスアラート
次の 3 つの要因によって、人間同士 のつながりが再び APRS に劇的にもたらされることになりました。
第 1 の要因 は、ボイスアラート機 能です。
第 2 の要因 は、すべての APRS 位 置 情報パケットに周波数 フィールドが追加 されたことです。
第 3 の要因 は、VoIP インターネット・アマチュア無線でリンクされた音声の登 場です。
ボイスアラートは、2000 年代前半、KENWOOD の無線機に第 3 の隠れた音声の裏 チャンネルとして実装
されました。
これは、国ごとに定められた単一のチャンネルであらゆる APRS 局と音声コールでコンタクトできるようにす
ることが目的 でした。
しかも、そのための新規のハードウェアやソフトウェアは必要ありませんでした。
APRS データチャンネルで CTCSS 100 Hz を設定し、スピーカーのボリュームを上げておくだけで十分で
した。
こうすると、すべてのパケットのノイズが完全にミュートされますが、いつでも CTCSS 100 Hz の音声コール
で呼び出すことができました。
この方式のもう 1 つの利点は、近くにいる局を自由 に検出できることです。ボイスアラート機能を持つ別の
局がシンプレックス通信の可能な距離 内 (およそ 5 マイル以内) に入ってくると、その局から周期的 に送
信されるパケットの信号音 によるアラートが聞こえます。
こうした APRS ボイスアラートの新 機 能によって、ようやくオペレーターは道 路に視線を向けつづけること
が容易になり、しかも公道 を運転している他の APRS 局と肉声で通信する機 会を失わずに済むようになり
ました。ボイスアラートは、現在では TM-D710 や TM-D710G、TH-D72、および TH-D74 に搭載されてい
ます。

2.9 周波数データフィールド
ほぼ同じ頃 (2004 年)、位置情報パケットの仕様に周 波数フィールドが追加されました。
これは、APRS システムに音声運用 周 波数を含めることを規格 化したものです。APRS は、決してそれ自
体が目的なのではなく、アマチュア無線や人間同 士の交信のあらゆる側面 に使用できるツールに過ぎま
せん。
多くの場合、通信を確立 するためには他局の位置 を知るよりも音声交信 周 波数を知ることのほうがはるか
に重要です。
あらゆるアマチュア無線局 が APRS パケットで自分 がモニターしている周波数をアナウンスするようになる
と、その指定 された周波数 で他局をコールできるようになります。
KENWOOD は、この機能 の利点をいち早く取り入れたメーカーであり、2007 年に TM-D710 を発売しまし
た。TM-D710、TM-D710G、TH-D72、および新製 品の TH-D74 では、すべての位置情 報パケットに音声
バンド周波数 を自動的に追加するだけでなく、“TUNE”を押すだけで相手局 の周波数に同調することが可
能です。
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上の画像では、位置情 報パケットに周波数を埋 め込んでいる局が画面に表示されています。
この局はリストの 11 番 目 の局であり、自局の運用 周波数をビーコン送信するとともに、シンプレックスの
通信距離 内 ではボイスアラートも聞いていることを他局に知 らせる短いメッセージを送信 しています。
この画面で[MENU]キーを使って複数 の追加機能 を呼び出します。

1 つは上の画面に示されている TUNE 機能です。

3 番目の画 像のように、TUNE を選択すると無 線 機は自動的 に 2 番目のバンド（非データバンド）の周波数
に同調します。
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2.10 音声レピーターとクラブの情報
APRS に周 波数フィールドを追加すると、他の APRS 局に自 局 の音声モニタリング周波数 を通知できるだ
けでなく、移動局にとっては、ローカル情報を入手 するためのまったく新しい利用法が開 かれます。
今では APRS 局がどこに移動しても、通過するすべての場所ごとにアラートを受け取り、旅行者が使用す
ることが推奨 される音声通 信用のレピーター局の情 報を受け取ることができます。
そのためには、すべてのデジピーターに位置情報と可用性だけでなく、ローカル周波数のオブジェクトビー
コンも送信させる必要があります。
こうした周波 数オブジェクトは、下の画 像の TM-D710G と TH-D74 のフロントパネルからわかるように、カ
バーエリア内 にいるすべての移動局のステーションリストに表示 されます。

上の画像、左側の TM-D710G のステーションリストには、近 くにいる AB9FX の 2 局だけでなく、AB9FX
の現在の音 声運用周 波 数も表示されています。
また、この無線機が、その地域で音声通信用に推 奨されている 3 つのレピーター局(これらのレピーター局
自身もオブジェクトによって APRS 上 に情報を発 信しています)のカバーエリア内にあることも、オブジェクト
情報によって知ることができます。右側 の TH-D74 のステーションリストには 3 つのアマチュア無線コール
サイン、2 つのタクティカルコール、そして 1 つのレピーターオブジェクトが表 示されています。
最初に ソート を実行すると、膨大なステーションリストから、こうした近傍の周波数を簡 単に見つけ出す
ことができます。
これで数値オブジェクト (この場合は周 波数) がリストの上位に集 められます。しかし、それだけではあり
ません。
周波数オブジェクトの規 格では、即座 に同調できるようにトーン、シフト、帯 域 幅も規定されています。さら
に、毎週開かれる音声によるオンエアネットの時間帯 や、毎月開かれるクラブミーティングの日付も埋め込
まれています (下の画 像 を参照)。

この情報はなにやら暗号 のようにも見 えますが、音声通信用として推奨されたすべてのレピーターのオブ
ジェクトがこの同じ標準 的なフォーマットを使用していますので、オペレーターはその意 味を簡単に理解す
ることができます。
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この場合は、この地域で推奨される音 声通信用のレピーター局 が 147.105 MHz (米メリーランド州) の局
でありトーン周波数が 107.2 Hz であることが示されています。
カバーエリアは 25 マイルであり、毎週開催されるネットの時間は毎週火曜 日 の午後 8 時 となっています。
最後の 8 文 字(TM-D700 への下位互換性を保 つために使用)は、クラブミーティングが毎月第 3 木曜日
に開催されることを示しています。
再び [MENU]キーを押し、“TUNE”を選ぶと無線 機は即座にこのチャンネルに同調します。この機能 の
詳細については、下記のページを参照 してください。
参照: http://aprs.org/localinfo.html

2.11 HAMFEST
誰もが見たがるもう 1 つの典型的なオブジェクトが、HAMFEST オブジェクトです。
下の画像のように、この明るい赤色 の APRS のシンボルは、AvMap GPS ディスプレイなどあらゆる
APRS ディスプレイ上にスマートに表示 されます。
このオブジェクトを一目 見 ただけで、最も重要な情 報がわかります。
それは、アマチュア無線関 連のイベントがいつ、どこで開催されるかです。
この規格化された HFESTDDn オブジェクト名の DD の桁は日付を示します。
日付のみが表示されますが (この場 合 は 26 日)、その地域にいるすべての局 、およびその地域を通過 す
るすべての局 に 2 週間前 から通知 することができます。
最後の「n」の文字は、世 界中の APRS システムで他のシンボルと重複することのないように選ばれました。
これによってオブジェクトのソートが簡 単になります。
http://aprs.fi/hfest のサイトから、現在 アクティブな HAMFEST オブジェクトのリストを見ることができます。
使用する音 声運用周 波 数もリストに表示されており、TH-D74 の TUNE 機能で簡単に QSY をすることが
できます。
私は週末のある日、クロスカントリーの旅に出たときに、たまたまこのようなオブジェクトを目にしたので、寄
り道してこのアマチュア無線というお気 に入りの趣味 で 1 時間～2 時間を過ごすことができました。
HAMFEST オブジェクトの送信方法 については、下記のサイトを参照してください。
http://aprs.org/hamfest.html
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2.12 インターネット経由での音声通信（VoIP）および D-STAR
(VoIP: Voice Over Internet Protocol)
地域のアマチュア無線局をインターネット経由で接続 することに大 きな可能性 があることを認識し、2001
年からは IRLP、EchoLink などの VoIP システムを APRS に追 加することが新たな APRS の目標になっ
ています。
TH-D74 では、D-STAR も使用できるようになりました。
ちょうど周波 数オブジェクトのように、すべてのアマチュア無線 VoIP システムは、APRS でその存在をアナ
ウンスすることが推奨されています。
下の画像のように、10 分 もかからずに無線機に表 示されているすべての APRS オペレーターのノード番号、
周波数、トーンなどの情報 を利用することができます。
ここでも TUNE 機能により、無線機を QSY してすぐに運用できます。 この VoIP と周波数 機能の長期 的
な目標は、APRS を世界 のエンドツーエンドの音声 交信の設定 に使用できるようにすることです。
交信要求メッセージにコールサインを入力するだけで APRS インターネットシステムが VoIP システムとハン
ドシェイクして呼び出しを設 定し、その無 線機に必 要 な QSY メッセージと周波 数情報を送 信し、ただちにチ
ューニングを実行して呼び出しを完了します。
これは、電話 番号の代わりにコールサインを使ってダイアルする、アマチュア無線用のセルラーシステムと
考えることができます。
TM-D710G および TH-D74 もこの機 能を将来的 に装備可 能 な設計になっています。
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2.13 デジピーターパスの情報
TH-D74 のもう 1 つの役に立つ情報機 能は、以下の写真のような中継経路の表示です。
ここでは、最初と最後に使用されたデジピーター局 が表示されています。
ほとんどの APRS エリアでは中継段数 は 2 ホップ以下を使用 することが推 奨されています。
つまり、ほとんどの場 合 でフルパスが表示されることになります。この画像は、WB4APR-9 のパケットが最
初に N3KTX-1 のデジピーター局に受 信され、次に KV3B-2 のデジピーター局 の最終ホップによって私の
無線機に届 けられたことを示しています。
オペレーターにとってこのパス情報は、自分がいる地域のネットワークを理 解 する上で非 常に貴重です。

TH-D74 が受信し、ステーションリストに取り込んだ各局についての情報は 4 ページあり、このデジピータ
ーパスの表 示は 4 ページ目に表示されます。

2.14 その他
移動局で利 用できる情報 は無限にあります。 APRS は、システムそのものだけでは役に立ちません。
だれかが情報を発信して、はじめて役に立つものです。
新たな可能 性は、まだまだ開かれています。
それは、不要 な情報ではなく、移動局や旅行者にとって役に立つリアルタイム情報の発信です。
以下は、いろいろな役に立つ APRS による情報発 信の例です。
交通情報の発信:
現在視界 にある FM 衛 星:
UI-InfoKiosk:ローカル情 報データベース:
APRS client for windows:

参照:
参照:
参照:
参照:

http://aprs.org/traffic.html
http://aprs.org/satinfo.html
http://www.apritch.co.uk/addon_uiview32.htm
http://aprsisce.wikidot.com/clients

2.15 KENWOOD の APRS への貢献
KENWOOD は、APRS の本来のコンセプトである「双 方向コミュニケーション」を最大限にサポートすること
ができる一連 の無線機、TH-D7、TM-D700、TM-D710、TH-D72、TM-D710G および新しい TH-D74 を
開発しました。
これらの無線 機のフロントパネル上にある APRS 情報画面 により、移動局 のオペレーターは、APRS チャ
ンネル上で発 信されている、周辺のアマチュア無線の活動に関 するローカル情 報にすぐにアクセスするこ
とができます。
APRS クライアント用の機 器やソフトウェアは数多くありますが、地図表示や車両の位置 情報に重 点 を置
きすぎるあまり、 APRS の基本コンセプトや APRS ネットワークのすぐれた機能を忘れてしまっているもの
もあります。
しかし、KENWOOD の無線機は、そのような APRS への短絡的 なアプローチはせず、多機能かつ多彩 な
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機能を実装 することで、APRS 本来のコンセプトである「双方向 コミュニケーション」をサポートしています。
KENWOOD の無線機は、これらの機能 によって、単 なる車両追 跡システムとしてだけではなく、移動局の
オペレーターへのリアルタイムな情報伝達システムとなるように設計されています。
• 位置入力
TH-D74 は GPS を内蔵しているため、GPS を外部 接続して設 定する必 要 がなく、常に正確に自 分 の位置
を把握します。屋内で使用 する場合 も考 慮し、TH-D74 ではよく使用する位 置 情報をプリセットできる 5 つの
メモリーを備えています。
• APRS ネットワーク効率化の機能
KENWOOD では、APRS でのネットワークの効率化に必要な機能をフルに実装しています。
TH-D74 は、Decay Algorithm (ディケイアルゴリズム: 送信間隔自動延長)、Proportional Pathing (プロポーショ
ナルパッシング: 中継経路自動切換)、SmartBeaconing (スマートビーコニング：自局の移動速度や進行方向の
データにより、効率的に位置情報ビーコンを送信する機能)をサポートしています。
これらの技術により適切な情報更新のレートが確保され、遠くからのデータや古いデータがネットワークに与える
影響を最小限に抑えて、いつでも最新のローカル情報にアクセスすることができます。
• オブジェクト情報の表示
KENWOOD の無線機は、受信した APRS のオブジェクト情報を、フルに分かりやすく表示します。
オブジェクトの位置情報は、他の無線局と同じように、無線機に接続された表示装置の地図画面上や無線機のフ
ロントパネル上に、距離や方角の情報 と共に表示されます。
TH-D74 には、リスト中のこれらのオブジェクト情 報 を簡単にソートするためのフィルターが装備されている
だけでなく、オブジェクトを送信する機 能が追加されており、この無線機だけで重要なオブジェクトを設定す
ることができます。
オブジェクト情報を受信 することにより、さまざまなローカル情報 を知ることができます。
• 双方向でのメッセージ送受信
位置情報のビーコンをただ一方通行で発信するだけの装置とは異なり、KENWOOD の無線機では、完全な双方
向のメッセージの送受信と、メッセージの表示をすることができます。
このリアルタイムの通信機能により、特別なイベントや緊急事態においては APRS をさらに有効に活用することが
できます。
• フィールドデータ入力
TH-D74 は、優れたフィールドデータ表示装置であるばかりでなく、各種データや位置情報、メッセージなどを簡単
に入力できる、優れたフィールドデータ入力装置としても設計されています。
これまでにも KENWOOD の APRS 対応無線機が、さまざまな野外イベントにおいて活用されてきました。
参照: http://aprs.org/aprsevent.html
• 無線機からの情報アクセス
KENWOOD の無線機は、フロントパネルに詳細な情報を表示したり、オンラインでのすべての APRS データにキ
ー操作により簡単にアクセスしたりできるため、アマチュア無線の各種情報を得るのにはとても便利です。
一方、PC と情報表示ソフトを使用した固定局の運用の場合、たくさんの局を表示させるためには大きな表示画面
が必要になり、PC のキーボードを使うため、表示操作が面倒になります。
操作性と表示機能に優れた KENWOOD の APRS 無線機は、あらゆるフィールドに情報アクセスの場を拡げます。
• APRS アイコンのオーバーレイ表示
TH-D74 では、オリジナルで含まれている特殊なアイコンのサブセットだけでなく、すべての APRS アイコンをオー
バーレイ文字が表示できるように拡張されています。
これにより、数百種類の新しい記号の組み合わせが可能になり、新たな使用法で、さらに APRS を活用することが
できます。
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• QSY 機能
TH-D74 の重要な機能のひとつに、無線局が音声通信をおこなっている周波数の情報を送受信できる、「QSY 機
能」があります。無線機は、自局の運用周波数を自動的に位置情報パケットに埋め込むだけでなく、他の同様な
局から受信した運用周波数の情報を表示する機能も備えています。
たとえば、ステーションリストをソートして周波数順で表示させ、その最上部に周波数オブジェクトをまとめて表示さ
せることもできます。
さらに[MENU]を押して QSY 操作をすると、相手局の周波数にワンタッチで QSY し、すぐに QSO をはじめること
ができます。
• EchoLink、IRLP、Winlink、および D-STAR の周波数
TH-D74 の QSY 機能を使用すると、別の周波数にすばやく QSY できるだけでなく、近くの EchoLink、IRLP、
Winlink または D-STAR 局の周波数にワンタッチですばやく同調することができます。
この機能の将来的な使用法としては、RF 信号によるコールサイン対コールサインの音声通信を地域、国内、世界
のアマチュア無線 VoIP、および D-STAR システムによって自動的かつシームレスに統合するような使い方が考え
られます。

補足:
「APRS」と聞 いて地図と味 気ないアイコンしか思い浮 かばないとしたら、APRS の潜在的な能力をフルに
活用していないということです。
自分がいる地域で、APRS 対応機で即座に利 用 できるローカル情報の一 部しか表示されないとしたら、ぜ
ひ積極的 にここに書かれている内容を他の人に教 えてあげてください。
APRS はコミュニケーションのツールであり、単なる地図を表示させるだけのツールではありません。ぜひ
活用してください。
APRS のデータをモニターするだけでなく、世界中の多くのユーザーと通信し、さまざまな情報を交換してく
ださい。
KENWOOD の APRS 対 応のハンディー機やモービル機で情報 表示機能が提供されていますので、どの
ようなコンテンツを提供するかは私たちアマチュア無線家次第です。

2017 年 9 月
WB4APR Bob Bruninga
注 ) 本 項 の WB4APR Bob Bruninga 氏 による説 明 は、あくまでも USA での運 用 例 です。
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2.16 TH-D74 で設定/ 表示可能なアイコン一覧
(下記のアイコンのデザインは、WB4APR Bob Bruninga 氏の監修によるものです)
Person

Fire Truck

Red Cross

EchoLink

Bicycle

Canoe

Lighthouse

Node

Motorcycle

Boat

Speedpost

GATEway

Car

Sailboat

WorkZone

DF station

Bus

Balloon

Wreck/
Obstruction

Dish
Antenna

Railroad
Engine

Glider

Sheriff

PC user

Home

Helicopter

Fire

SSTV

Yagi@QTH

Aircraft

Sunny

ATV

KENWOOD

Large
Aircraft

Gale Flags

BBS

Radio

Shuttle

Tornado

APRStt

RV

Satellite

National WX
Service Site

RACES

Van

Rover

WX
(Weather
Station)

ARRL

Jeep

Eyeball

Digipeater

X

Truck

Portable
(Tent)

Mic-E
Repeater

Triangle

HAM Store

QSO
Repeater

Small
Circle

Police

School

Circle

Red Dot

Ambulance

Hospital

IRLP

Big
Question
Mark

Truck

(18-wheeler)
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3. APRS について
3.1 TH-D74 の APRS 機能
TH-D74 の APRS 機能について、新しい機能、過去 の当社 APRS 対応無 線 機から改善された機能、注
意すべき点 について紹介します。

3.1.1 自局・相手局 相対表示コンパス（新機能）
相手局が自 局から見てどの方角に位 置するのかを相対方向で表示する機 能は TH-D72 にも搭載してい
ますが、TH-D74 は表示方法を大きく改善しました。 大きなコンパス表示の中心に自 局 の進行方向 を表
示 し、円 周 上 に自 局 から見 た相 手 局 の方 角 と相 手 局 の進 行 方 向 をひと目 でわかるように配 置 しています。
ノースアップ(常に北の方 角が上)、ヘディングアップ(常に進 行 方向が上)の切り替えも可 能です。
この表示により、たとえば自局と相手 局が同じ方 向に向かっているかどうかを想定することも可能です。
例 ）相 手 局 JA1ZGD-9 は、自 局 から東 北 東 の方 角 に位 置 し、時 速 41km で南 下 している場 合 。

3.1.2 オブジェクト/ アイテム情報の送信（新機能）
TH-D74 はオブジェクト情 報、アイテム情報の送信 に対応しました。
APRS データ通信では、ビーコン(自局 位置情報パケット) やメッセージのほかに、その地域 のレピーター
局やアマチュア無線関連 のイベントなどのローカル情報や時間 と共に位置 が移動する台風の情報 などを
「オブジェクト」として発信することができます。
オブジェクトには、他の APRS 局 による情報の上書きからの保護などの目的でタイムスタンプ情報 が埋
め込まれますが、アイテムにはタイムスタンプ情報は埋め込まれません。アイテムは一般 的に、マラソン大
会のチェックポイントや救 護所など、一 時的な位置 情報を通知 するような場 合に使用されます。
オブジェクトやアイテムは、それぞれオブジェクト名、アイテム名を定義して送 信します。これらのデータを受
信すると、コールサイン表 示部にオブジェクト名やアイテム名が表 示されます。
Live Object/ Live Item
オブジェクトやアイテム情報を送信する場合、その情 報が有効な期間（イベントが開催されている期間、台
風が存在している期間など）は、Live Object あるいは Live Item を「タイプ」に選択します。
（→メニューNo.516）
•

Killed Object/ Killed Item
オブジェクトやアイテム情報を送信した人は、その情 報が無効になったら（イベントが終了した、台風が終
息した）、必ず Killed Object あるいは Killed Item を「タイプ」として選択し、オブジェクトデータまたは
アイテムデータを送信してください。

•
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3.1.3 音声待ちうけ周波数を公開する（QSY 機能）
APRS は広 帯域データ周 波数を使用 するため、その周波数で基本的に音 声での通信 ができません。その
ため音声通 信が可能な周波数を知 らせることでスムーズに交 信をおこなうことができます。使用例として
は、山など珍 しい場所で運 用する場 合、APRS のビーコンで音声 通信用周 波 数をアナウンスすることで、
近くのアマチュア局との交信がおこないやすくなります。
たとえば A バンドで音声通 信、B バンドで APRS のデータ通 信をおこなう運用 方法を考えて見ましょう。 B
バンドでは自局の位置情 報を APRS のビーコンとして周期的に送信することが一般的です。このとき非デ
ータバンド（この例では A バンド）の周波数情報 を APRS データに埋め込むことができます。これを QSY 機
能といいます。
音声レピーター情報、EchoLink ノードなどの情報 を QSY 情報 として送る場合、周波数 に加え必要に応じ
てトーン、シフト方向とオフセット幅、FM ワイド/ナローなどの情報も付加します。
QSY 情報を含む APRS データを受信 すると、ステーションリストの受信時刻 の右に「F」が表示されます。
受信した無 線局は、 QSY セット を操作することで非データバンド側を VFO モードに移 行 し、周波数を相
手局の音声 周波数に自 動的に合わせることが可 能です。
このように QSY 情報を発 信することで、相手局を音 声通信の周 波数へ移行 することが非 常に簡単に、か
つ確実におこなうことができます。

3.1.4 QSY 機能で D-STAR の待ち受け情報を公開する（新機能）
TH-D74 は、D-STAR の待ち受け情 報も QSY 機 能で公開することができます。
これを受信した局は QSY セット を操作することで、送信局の D-STAR 設定 情報を元に自局の各種 情報
を自動的に合わせることができます。
たとえば、A バンドで D-STAR の音声通信、B バンドで APRS のデータ通 信 をおこなう場合、非データバン
ド（この例では A バンド）の周波数および、D-STAR のアクセスレピーターのコールサインを APRS データに
埋め込み、ビーコンとして送信することができます。
D-STAR の DR モード にしている場合、自局のアクセスレピーターのコールサインを APRS データに埋 め
込んで送信します。 この APRS データを受信した局 は、QSY セット を操作することで非データバンド側 が
DR モード になり、ゲートウェイ CQ の状態になり、受信した相 手局のアクセスレピーターのコールサインを
TO コール に設定します。
D-STAR の DV モード(シンプレックス運 用 ) にしている場合は、レピーターを使用しないためレピーターコ
ールサインは APRS データに埋め込 みません（周波数情報は埋め込みます）。この APRS データを受信し
た局は、QSY セット を操作することで非データバンド側が DV モード になり、VFO 周波 数を相手局 の待
ちうけ周波数 に自動的に合わせます。

3.1.5 QSY 情報を制限する（新機能）
QSY 機能の受信側の新 機能です。自 局から指定した距離範囲 内のデータのみを QSY セット操作の対 象
とするものです。
たとえば FM モード、DV モード の相手局が直 接電波の届 かない遠方に位置する場合、QSY セット操作
をおこなう意味がありません。
このような相 手局への同 調を制限するため、許容する距離を設 定することができます。
（→メニューNo.523）
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3.1.6 GPS の軌跡ログを取りながら固定位置でビーコンを送信する
TH-D72 までは、GPS をオンにして APRS のビーコンを送信すると必ず GPS 情 報を使用するようになって
いました。たとえば移動の軌跡ログは取りたいけれど APRS のビーコンの位 置情報は固 定しておきたいよ
うな場合不便 でした。
TH-D74 は、GPS のオン/オフにかかわらす、メニューで選択した位置情報をビーコンに使 用できるようにし
ました。
選択肢は "GPS", "My Position1" ～ "My Position5" です。GPS の軌 跡ログを取るため GPS をオ
ンにしつつ、自局位置はたとえば "My Position1" に固 定化 することも可 能です。
（→メニューNo.401）

3.1.7 デジピートされた自局ビーコンもステーションリストに記録する
TH-D72 までは、デジピートされた自局 ビーコンは APRS のステーションリストに記録していませんでした。
TH-D74 は、デジピートされた自局ビーコンも記録するため、実際に送信された自局の情報を後から確認すること
が可能です。

3.2 KISS モデムとは
3.2.1 KISS とは
「Keep It Simple, Stupid」 の略です。1987 年の「ARRL 6th Computer Networking Conference」にて
K3MC、KA9Q により提唱 されたものです。TNC(Terminal Node Controller) からプロトコル制御(AX.25
プロトコル) を外し、単なる変復調をおこなうデータ通信モデムです。単なるモデムですが、他局の通信 を
妨害/衝突しないような機能、与えられた送信データに対して誤り検出符号(FCS)を追加する機能、パケッ
トフレームの区切りを示すフラグデータを追加する機 能を備えています。PC とのインターフェースとして、8
種類のシリアル通信コマンドが用意されています。

3.2.2 TH-D74 のスペック
TH-D74 は、パケットスピード 1200 bps、9600 bps に対応しています。 変調 方式は、1200 bps は AFSK、
9600 bps は GMSK です。バッファーサイズは、送信 3 KB、受信 4 KB を用意 しています。
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3.2.3 対応コマンド一覧
コマンド

コマンド名

機能内容

設定範囲

初期値
(KISS モード ON 時の値)

00

Data Frame

---

---

01

TXDELAY

0～120 (78h)

本機メニューNo.508
(TX ディレイ)の設定による。

02

P

0～255 (FFh)

128 (80h)

03

SlotTime

0～250 (FAh)

10 (0Ah)

04

TXtall

コマンドの後に続けて設定された
データを送信する。
PTT を ON にしてからデータを送信
しはじめるまでの時間を設定する。
10 ms 単位
P-persistent CSMA 方式の
確率を設定する。
P-persistent CSMA 方式の
乱数発生時間間隔を設定する。
10 ms 単位
FCS(CRC)送信後、送信状態を
保持する時間を設定する。
10 ms 単位

0～255 (FFh)

3

05

FullDuplex

全二重通信か半二重通信かを設定する。

0:半二重通信
0 以外:全二重通信

06

SetHardware

パケットスピードを切り替える。

0
（本機は、0 以外を指定しても全
二重通信はおこなえません）
本機メニューNo.505
(データスピード)の設定による。

FF

Return

KISS モードを終了する。

0 または 35 (23h)
:1200 bps
5 (05h)または 38 (26h)
:9600 bps
---
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3.3 KISS モード
APRS ソフトウェアをインストールした PC と TH-D74 の KISS モードを利用し IGate 局やデジピーター局
を運用することができます。

3.3.1 UI-VIEW と組み合わせて IGate 局、デジピーター局を運用
TH-D74 と UI-View32 を組み合わせることで IGate 局やデジピーター局を運 用することができます。
1. [F]-[LIST] の順に押し、KISS モードをオフにします。
“KISS 12”または”KISS 96”と表示されていないことを確認します。
KISS モードになると"KISS 12"または"KISS 96"のピクトが点 灯 します。
2. UI-View32 側では、Setup プルダウンメニューから Comms Setup ウィンドウを開きます。
3. Comms Setup ウィンドウで、TH-D74 の PC 端子条件を、UI-View32 に下記のように設定します。
Baud Rate：9600 bps (どれでも可)、Data Bits：8、Stop Bits：1、Parity：None
COM Port：使用する PC で、TH-D74 に仮想 COM ポートとして割り当てられた COM ポート番 号

4. Host mode ドロップダウンリストから “KISS”を選択し、 “Setup” ボタンをクリックします。
5. KISS Setup ウィンドウが開きます。Into KISS で 1：TN 2,0、2：空欄、3：空欄、4：空 欄を設定し、
“OK” ボタンをクリックして KISS Setup ウィンドウを閉じます。
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6. Comms Setup ウィンドウの “OK”ボタンをクリックして、Comms Setup ウィンドウを閉じます。
UI-View32 から TH-D74 の内蔵 TNC にコマンドが送られ、内 蔵 TNC が KISS モードに移行します。
TH-D74 は KISS モードがオンになると"KISS 12"または"KISS 96"のピクトが点灯します。
KISS モード中は本体の APRS に関 する設定 (メニューNo. 500～580) は、動作には反 映されません。
UI-View32 のその他の設定は、ヘルプファイルの説明などを参 照してください。
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4.1 D-STAR との出会い
私は 1970 年 代前半からアマチュア無線をはじめ、HF やローカルレピーターでの交信を楽しんできました。
アンテナ設置 の制限がある場所に住 んでいたこともありましたが、何とかアンテナを隠したり、車から HF で
世界中と交 信しました。2010 年頃には D-STAR を少し運用してみました。
D-STAR の運用は楽しめましたが、D-STAR ネットワークにアクセスしてゲートウェイ通 信ができるのは、レ
ピーターのアクセス圏内だけでした。その後は、D-STAR はあまり運用しなくなっていました。
2016 年 8 月に KENWOOD から TH-D74 が発売されたとき、ふたたび D-STAR をはじめることになりました。
今では D-STAR レピーターに頼らなくとも、モバイル Wi-Fi ルーターと組み合わせた D-STAR 接続 用ノー
ド機器などにより、D-STAR の世界がさらに広がっています。新しい TH-D74 で D-STAR の運用をはじめ
て、最初の 4 時間で 15 か国と交信できたのは予想 外でした。
私が TH-D74 ではじめて QSO したとき、受信した人たちから TH-D74 の送信音質について注目されまし
た。TH-D74 は DSP で音声の処理をおこなっています。そのため、内蔵されたオーディオイコライザーで、
送信受信ともに、好みの音 質にカスタマイズすることが可能です。
D-STAR は通常のレピーターに加えて、ホットスポットと呼ばれる、D-STAR のリフレクター (音声を他の接
続先に同 時 に中継するサーバー) に対応したアクセスポイント機器での運 用もとても盛 んなようです。アク
セスポイント機器の例としては、「DVMEGA」や「openSPOT」、そしてポピュラーな「DVAP」などがあります。
TH-D74 の使いはじめは、少しずつ機 能を覚えてゆくのがよいと思います。このハンディー機の機能の豊
富さには圧 倒されてしまいます。説明 の動画は、私 のチャンネル "https://www.youtube.com/user/w6gps"
でご覧ください。
TH-D74 の簡単なセットアップ方法の動画もあります。
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4.2 D-STAR で楽しむ
D-STAR ネットワークでゲートウェイ通 信をおこなうには、まずは D-STAR の管理サーバーにコールサイン
を登録する必 要があります。(取扱説明 書を参照してください)
TH-D74 の D-STAR 機能で 「DR モード」というのは、「デジタル レピーター モード」の意 味です。 無 線
機から、D-STAR ネットワークの動きを設定する一 連の操作ができます。
たとえばテネシー州のチャタヌーガ市に居る私の場 合、マルチスクロールキーの[▼]を長押ししてレピータ
ー選択のメニューを表示させ、チャタヌーガ市の「W4PL B」をアクセスレピーターとして選択します。
このとき、周波数(443.15 MHz)が設定され、レピーターネームの「Chattanooga」もいっしょに表示されます。
これでレピーターに相手 先 設定のコマンドを送ることができます。
今度は、マルチスクロールキーの[▲]を長押しして、「相手先選 択」のメニューを表示します。レピーターの
アクセス範囲 内で交信をする場合は、「ローカル CQ」を選択します。
そして、ローカル局と交信します。この場合の接続先は "W4PL B"で、レピーター単体での運用になります。
「相手先選択 」で「ローカル CQ」の次に表示される「ゲートウェイ CQ」は、他のレピーターに自分の信号を
送信するような場合に使 用します。たとえば、接続先のレピーターに「K6VO C」を設定して、カリフォルニア
の友達と交 信することもできます。
さらに、「相手先選択」で「コールサイン指定」という、交信する相手局のコールサインを直接設定する方法もありま
す。「コールサイン指定」でもゲートウェイ通信は可能ですが、100 %確実というわけではありません。

ゲートウェイ CQ の例

コールサイン指定の例

「相手先選択 」で表示される「Reflector」のメニューを使用してリフレクターに接 続するのも、さらに確実な
方法です。
アクセスするレピーターがリフレクター接続に対 応 している場合は、TH-D74 からリフレクターに接続 するコ
マンドを送信 することができます。
たとえば、リフレクター030 のモジュール C (リフレクター030C) に接続する場合、「Reflector」メニューで
「Link to Reflector」を選んで[ENT]を押し、エンコーダーを回して「REF030CL」を設定して、[PTT]を押し
ます。
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この「REF030CL」というコマンドが D-STAR ネットワークに送 られ、レピーターがリフレクター030C に接続
されます。
レピーターからはリフレクター030C に接 続されたことを通知する応 答が返ってきます。

接続するリフレクターの設 定例

レピーターからの応答例

接続が確認 できたら、「Reflector」メニューに戻って「Use Reflector」を選択します。「CQCQCQ」のコマン
ドが送信され、リフレクター030C で交信できます。
QSO が終わったら、「Reflector」メニューに戻って「Unlink Reflector」を選択し、「_______U」のコマンド
を使用してリフレクター030C から切断 するようにしましょう。

4.3 D-STAR リフレクター運用
手順は簡単 です。
アクセスレピーターを選 んでワッチします。
リフレクターに接続したい場合は、リフレクターの番 号とモジュールを設定して[PTT]を押します。レピーター
からの応答を確認します。「Use Reflector」を選択します。
簡単ですね。D-STAR のコマンドを送るには、DR モードが使いやすくて便利です。
自分専用のレピーターがあれば、もっと便利です! でも、タワーとアンテナを建てなければ？ いえ、私 が言
っているのは、ホットスポットとも呼ばれる小型のアクセスポイントのことです。
ホットスポットとは小型でローパワーのノード用機 器のことで、有線 LAN や、モバイル Wi-Fi ルーターでイン
ターネットに接続します。私は有線 LAN 接続用の機器とモバイル Wi-Fi ルーター接 続用 の機器の両 方を
使っています。
有線 LAN 接 続の場合は openSPOT という機器を使っています。
とても使いやすい、ローパワー(RF 出 力:約 20 mW)でオールインワンタイプの D-STAR のアクセスポイント
です。
簡単に言うと、openSPOT でデジタル VoIP 通信をするためのシンプレックス周波数を、アマチュアバンド
プランに従 って書き込みます。 そして、このローパワーのアクセスポイントにリフレクター接 続 のコマンドを
送信します。
モバイル Wi-Fi ルーター接続の場合 は、今は DVAP (Digital Voice Access Point)と、Raspberry Pi (ラ
ズベリーパイ) Zero W とを組み合わせて使っています。DVAP はローパワー(RF 出力:約 10 mW)でシン
プルな D-STAR アクセスポイント。Raspberry Pi Zero W は、超 小型のコンピューターです。
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DVAP と Raspberry Pi Zero W を組み合わせたシステムは、モバイル Wi-Fi ルーターにワイヤレスでつな
がっています。このシステムは、わずかチューインガムのパッケージ 2 つ分のサイズです。
このシステムの何がすごいかというと、自分の車から、ローパワーでどこでも交信できるのです。
実際、車の中やホテルの部屋から、簡単なセットアップで世界 中と交信できてしまいます。
たくさんの人とすてきな QSO が楽しめるリフレクターは、私のお気に入りです。
他のリフレクターに移りたい場合は、新 しいリフレクターへの接続 コマンドをアクセスポイントに送信します。
ローカルレピーターを独占 するのにくらべて、自由にリフレクターを選ぶことができます。どこでもインターネ
ット接続がある限り、D-STAR ネットワークにアクセスすることが可能です。

SharkRF openSPOT

下の赤いケースは DVAP、上は Raspberry Pi Zero W

想像するのも難しいと思いますので、"https://www.youtube.com/user/w6gps" で私の動 画 を参照してく
ださい。 そこではすべて実際にご覧いただけます。
私は 40 年間 アマチュア無線をやっていますが、D-STAR ネットワークで KENWOOD の TH-D74 を使用し
て、さらにわくわくしました。これまでの SSB による DX 通信ではなく、D-STAR でも世界中の新しいアマチ
ュア局と出会 うことができました。
ベテランの D-STAR ユーザーの方、あまり難しく思わないでください。TH-D74 だと簡単です。
TH-D74 の新しいユーザーの方、D-STAR でオンエアーしてみませんか。
D-STAR 管理サーバーに登録が完 了するまでの間、TH-D74 のいろいろな機能を覚えましょう。もし、すで
に TH-D72 や TH-F6/F7 をお持ちの場合は、TH-D74 もとても分かりやすいと思います。
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4.4 TH-D74 について
TH-D74 は、5 W のパワフルなアマチュア無線機です。 まるで 4 台の無線 機が入っているようです。
SSB も受信 できる広帯域 レシーバー、D-STAR トランシーバー、FM トランシーバー、そしてパワフルなスタ
ンドアローンの APRS の通信機です。

D-STAR と HF SSB との同時受信

FM ラジオモード

ISS から送 信されたパケットの表示例

ISS により中 継された自局 ビーコンの表 示例

アマチュアバンドの SSB や、世界中の放送局も受 信できました。ワールドワイドな D-STAR ネットワークで、
新しい友達もできました。
APRS で、ISS(国際宇 宙 ステーション)とコンタクトもできました。
皆さんも KENWOOD の TH-D74 で、アマチュア無線をもっと楽 しんでいただけるよう願っています。

2017 年 9 月
W6GPS Don Arnold
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注)
・本項の W6GPS Don Arnold 氏による説明は、あくまでも USA での運用 例です。
日本国内では、D-STAR レピーター間 の接続には、リフレクターは使用されていません。
国内の D-STAR レピーター間で交信 する場合は、「ゲートウェイ CQ」や「コールサイン指定 」を選択してく
ださい。
(2017 年 9 月現在)
・日本国内では、VoIP 無 線 (D-STAR や EchoLink など) の運用は、法 的には「公衆 網との接続」になり
ます。
下記の日本 アマチュア無線連盟のウェブサイトにある「アマチュア無線と公衆 網との接続 のための指針」
に沿って運用 してください。
http://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/phone-patch/phone-patch.htm
VoIP 無線については、上記ウェブサイト中、「インターネットに接続する場合」の「■接続例３」に該当します。
(2017 年 9 月現在)
・その他、電波法の規定 にしたがって運用してください。
・リフレクター接続用ノード機器については、弊社での取り扱いやサポート、情 報提供などはおこなっていま
せん。
ご質問やご相談をいただきましてもご回答できかねますのであらかじめご了 承ください。
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5. D-STAR について
5.1 基本運用
注 ) インターネット回 線 を経 由 した通 信 (ゲートウェイ通 信 ) を運 用 するには、自 局 コールサインを一 般 社 団 法 人
日 本 アマチュア無 線 連 盟 (JARL) の「D-STAR 管 理 サーバー」に登 録 していただく必 要 があります。

5.1.1 最初に自局のコールサインを設定する
D-STAR で送信するためには、まず自局のコールサインを設定します。
注 ）自 局 のコールサインを設 定 しないと、DV モード/DR モードで送 信 することはできません。

1. メニューNo.610 を呼 び出す
2. コールサインを登録する番号を選 択して[A/B]を押す
3. コールサインを入力する

4. [ENT] を押す
自局コールサインが設定 されます。

5.2 D-STAR での交信
5.2.1 DV と DR モードの違い
シンプレックス交信は、レピーターを使 わずに無線 機同士で直 接交信するシンプレックス通信は DV モード
でおこないます。また、レピーター経 由 での交信は、DR モードでおこないます(あらかじめプリセット、または
編集したレピーターリストによって、DR モードで選択して交信できるようになっています)。DV モードと DR
モードは、デジタルファンクションメニューで切り替えます。
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5.2.2 デジタルファンクションメニューの使い方
1. [MODE]を押して DR モードにする
2. [F]-[MODE]の順に押 す
デジタルファンクションメニューが表示されます。

DR モードのとき

DV モードのとき （SCAN が OFF）

3. 「DV/DR 切り替えを選択して[A/B] を押す
DV モードと DR モードが切り替わります。

5.2.3 シンプレックスで交信する

1. [▲/▼]または[ENC]ツマミで周波数を設定する
2. [MODE]を押して DR モードにする
DV モードになっているときは、手順 4 に進みます。
3. デジタルファンクションメニューで DV モードにする
4. デジタルファンクションメニューで「相 手 先 選 択 」を選択する
相手先選 択 画面が表示 されます。
5. [ローカル CQ]を選択して[ENT]を押す
[TO]に[CQCQCQ]が設定されます。
6. [PTT]を押 して送信する

37

5. D-STAR について

5.3 レピーターで交信する
5.3.1 山かけ通信
山かけ通信 とは、これまでの FM レピーターで交信 する方法と同 じように、D-STAR の 1 つのレピーターだ
けを経由して交信することです。[FROM]で選択したアクセスレピーターに電 波が届く状態 で、[TO]に[ロー
カル CQ]を設定し、そのまま [PTT]を押すと、CQ 呼び出しができます。
アクセスレピーターを設定する [FROM]
1. [MODE]を押して DR モードにする
2. [▼]を長く押すと FROM 選択画面 が表示されます。
3. [レピーターリスト]を選択して[ENT]を押す
[ワールドエリア]-[国 ]-[グループ] の選択画面が表 示されます。
4. [関 東 ]、[東 海 ]など、自分がいる地域のグループを選 択して[ENT]を押す
レピーターリストが表示されます。
5. レピーターの名前や都道府県 名 から最寄のレピーターを選 択する
▼[ ] を押すと、選択したレピーターの詳細情報が表示されます。[ENT]を押すと、
選択したレピーターが「FROM」に設定されます。

CQ 呼 び出 しを設 定 する [TO]
1. [▲]を長く押すと相手 先選択画 面 が表示されます。
2. [ローカル CQ]を選択して[ENT]を押す
[TO]に[CQCQCQ](CQ 呼び出し)が設定されます。
レピーターに電波が届くか確認する(カーチャンク)
1. [PTT]を約 1 秒間押 して送信する
2. 応答を確 認する。
＞ が表示されると、自分が使 うレ
3 秒以内にレピーターからの応答がありポップアップ画面に＜
ピーターに電 波が届き、アクセスしているレピーターから正常に電波が出ていることを表しています。た
だし、3 秒以内に他局からのアクセスがあった場合 は、レピーターからの応 答のポップアップ画面は表
示されません。
3. [PTT]を押 して送信し、CQ などの呼び出しをおこなう
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5.3.2 ゲートウェイ通信
交信したいエリアのレピーターを[TO]に設定し、そのまま[PTT]を押すと、そのエリアのレピーターにアクセ
ス可能な局と交信することができます。
[FROM]に設定したアクセスレピーターと[TO]に設定したエリアレピーターはインターネット経由で接続 され
ているため、電波が直接 届かないエリアにも呼 び出 しができます。
まず、山かけ通信と同じように、直接アクセス可能なレピーターを[FROM]に設定し、その後 下記のように
相手先[TO]を設定します。
1. [▲]を長く押す
相手先選 択 画面が表示 されます。
2. [ゲートウェイ CQ]を選択して[ENT] を押 す
[ワールドエリア]-[国 ]-[グループ] の選択画面が表 示されます。
3. 接続したいレピーターのある地域 のグループを選択して[ENT]を押す
レピーターリストが表示されます。
4. 接続したいレピーターを選択する
▼[ ] を押すと、選択したレピーターの詳細情報が表示されます。[ENT]を押すと、選択したレピーター
が「TO」に設定されます。
[TO]に設定 したエリアレピーターに接 続可能か確 認する
山かけ通信 と同様に、カーチャンクをおこなって接続可能か確 認します。

5.3.3 ゲートウェイ通信への応答
DR モードで、ゲートウェイ CQ やコールサイン指定での呼び出しがあった場合は、相手先[TO]に相手局の
コールサインを設定して呼 び返します。
・手動でおこなう方法
1. 相手 局の送信が終わったら、[ENT]を長く押す
2. 送受 信履 歴画面で相 手局のコールサインを選択し、[ENT]を押す
[TO]にコールサインが設定 され、ゲートウェイ通信の経路が自動 で選択されます。
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・自動でおこなう方法(ダイレクトリプライ機能)
TH-D74 では、相手局の送信が終わって受信割り込みが表示されているあいだは自局の送信設定が自動的
に[コールサイン指定]に変更されるので、[PTT]を押すだけで簡単に相手局を呼び返すことができます。
受信時にダイレクトリプライが可能なときは、割り込み表示の中に"ダイレクトリプライアイコン"が表示され
ます。
このアイコンが表示されているときに[PTT]を押すと、自動的に呼 び返し用の設定にして送 信することがで
きます。
ダイレクトリプライアイコン

全面割り込 み表示

半面割り込 み表示

APRS と D-STAR を同 時に運用しているときでも、操作バンドが D-STAR のときはダイレクトリプライが動
作します。
APRS ステーションリストの詳細表示 中は、受信している D-STAR 局のコールサインが 1 行割り込みエリ
ア(最上行) に表示されます。ダイレクトリプライ機能 が動作するときは、コールサインの右側 に <*> が表
示されます。
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5.4 リフレクターノードのための設定
5.4.1 Reflector とは
インターネットに接続したサーバーのことです。インターネット経 由 で送られてくる音声パケットを複製して、
反射器(Reflector: リフレクター) のように他の接続 先に同時に中継します。ゲートウェイシステムに
dplus(ソフトウェア)がインストールされた D-STAR レピーターや、リフレクター接続用ノード機器(アクセスポ
イント)などを経由してリフレクターに接 続することにより、遠隔地 の局とも交信 することができます(リフレク
ター接続用 ノード機器そのものについては、弊社ではサポートしていません)。

5.4.2 TH-D74 の Reflector メニュー
レピーターリストの内容によりアクセスレピーターなどを設定 する DR モードで使用できます。

リフレクター接続用ノード機器のシンプレックス周波 数をレピーターリストに追 加する場 合 は、メモリーコント
ロールプログラム MCP-D74、または本体の メニューNo.210 でレピーターリストに追加したレピーターの
[コールサイン] [ゲートウェイ]の両方をそれぞれ[DIRECT]と設定します。
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5.4.3 相手先選択で「Reflector」を選択する
「Reflector Menu Select」で各種リフレクター用 コマンドが設定 できますが、その他のリフレクター用 コマン
ドが必要な場 合は、メモリーコントロールプログラム MCP-D74、または本体の メニューNo.220 でコール
サインリストに、コールサインのかわりにコマンドを追加します。相手先選 択 画面で [コールサイン指 定]
を選択して、登録したコマンドを「TO」に設定します。

5.4.4 レピーターリストの変更をおこなわない場合
下記のようにメモリーチャンネルを編集 してリフレクター接続用 ノード機器にアクセスすることもできます。
1. MCP-D74 で無線 機から設定を読み込み、[メモリーチャンネル]をクリックしてリフレクター接続用 ノード
機器の周波 数を追加します。
2. [表 示 項 目 (Y)]をクリックし、[モード] [URCALL]にチェックを入れます。
3. [モード]は[DV]を選択します。
4. 同じ周 波 数で複数のメモリーチャンネルを作成し、[URCALL]には、[CQCQCQ]や、[REFXXXXL]な
どの各コマンドを設定します。また、リフレクター機 器 の制御のために[RPT1] [RPT2]にそれぞれ
「DIRECT」以外の文字 列の入力が必要な場合 は、「表示項 目(Y)」をクリックし、[RPT1] [RPT2]にも
チェックを入れ、[モード]に[DR]を設定しておこないます。
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5. MCP-D74 で編集した内容を無線 機に書き戻します。
6. DR モードで Reflector メニューを切 り替えるかわりに、メモリーチャンネルを切り替えることにより
[URCALL]に設定したリフレクターに送出するコマンドを選択することができます。
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5.5 レピーターリスト更新手順
最初に、下 記 のページよりレピーターリストのファイルをダウンロードしてください。
http://www.kenwood.com/jp/products/amateur/handy/th_d74/rpt_list_j.html
その後、メモリーコントロールプログラム MCP-D74、または microSD メモリーカードを使用 して、下記の手
順で更新をおこなってください。
注 ) 下 記 の手 順 には、市 販 の MicroUSB ケーブルが必 用 です。MicroUSB ケーブルは、データ転 送 に対 応 したも
のをお使 いください。充 電 専 用 の MicroUSB ケーブルはお使 いいただけません。

5.5.1 MCP-D74 を使用する場合
1. TH-D74 と PC とを、Micro-USB ケーブルで接 続します。
2. MCP-D74 を起動します。
3. MCP-D74 のツールバーで、[プログラム(P)] - [(無 線 機 からデータを読 み込 む(R)] をクリックし、
TH-D74 から MCP-D74 に設定データを読み込みます。
4. [編 集 (E)]-[レピーターリスト(R)]で、右側にレピーターリスト画 面が表示されます。
レピーターリスト画面の下 の[レピーターリストのファイルからインポート(I)]をクリックします。
5. ファイル選択画面が表示 されます。
ダウンロードしたファイル"D74_yyyymmdd_J.tsv“を選択して、[開 く(O)]をクリックします。
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6. 仕向け(地域 )選択画面が表示されます。[TH-D74(J 仕 向 け/日 本 )(J)]を選択し、[OK(O)]をクリックし
ます。

注 ) 日 本 国 内 でご使 用 の場 合 は、必 ず「 TH-D74(J 仕向け/日本)(J) 」を選 択 してください。
「 TH-D74A(K 仕向け/アメリカとカナダ)(K) 」や「 TH-D74E(E 仕 向け/ヨーロッパ)(E) 」を選 択 すると、日
本 国 内 の一 部 のレピーターしかインポートされませんのでご注 意 ください。間 違 えてインポートした場 合 は上 記
の手 順 4)に戻 り、正 しい仕 向 け(地 域 )を選 択 してインポートしてください。

7. MCP-D74 の画面上で、レピーターリストが更新されます。
必用に応じて[ファイル(F)] - [名 前 を付 けて保 存 (A)]で、更新されたレピーターリストを含む TH-D74 の
設定データを PC に保存 してください。
8. [プログラム(P)] - [無 線 機 へデータを書き込 む(W)] をクリックし、MCP-D74 から TH-D74 に設定デー
タを書き込みます。TH-D74 のレピーターリストが更 新されます。
9. [ファイル(F)] - [終了(X)]で MCP-D74 を終了し、TH-D74 から Micro-USB ケーブルを外して完了です。
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5.5.2 microSD メモリーカード使用する場合
1. 電源をオフにした TH-D74 に microSD メモリーカードを取り付け、TH-D74 の電源を ON します。
はじめて microSD メモリーカードが TH-D74 に取り付けられた場合は、自 動的に microSD メモリーカ
ードにフォルダーが作成されます。
注) TH-D74 に microSD メモリーカードを取り付けるときは、microSD メモリーカードの金 属端子を前
面にして、TH-D74 の microSD メモリーカードスロットに挿入し、「カチッ」とロックされるまで押し込
んでください。
2. メニューNo.980 [本 体 設 定 ]-[インターフェース]-[USB 機 能 選 択 ]を選択し、「マスストレージ」に設定し
ます。
3. TH-D74 と PC を、Micro-USB ケーブルで接続します。
TH-D74 がマスストレージモードになり、PC から microSD メモリーカードの内 容が確認できます。
4. microSD メモリーカードの中の[KENWOOD]-[TH-D74]-[SETTING]-[RPT_LIST]フォルダーに、ダウ
ンロードしたファイル" D74_yyyymmdd_J.tsv "をコピーします。
5. コピーが完了 したら、TH-D74 の電源をいったんオフにします。
TH-D74 から Micro-USB ケーブルを外し、再度 TH-D74 の電源をオンにします。
6. メニューNo.812 [SD カード]-[インポート]-[レピーターリストのみ]を選択し、[ENT]、または
[A/B](OK)を押します。

7. コピーしたレピーターリストのファイルを選択し、[ENT]を押します。
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8. [▲]、 [▼]キーで「日 本 向けデータ」を選択し、[ENT]、または[A/B](OK)を押します。
データのインポートがスタートします。
注 ) 日 本 国 内 でご使 用 の場 合 は、必 ず「 日 本向けデータ 」を選 択 してください。
「 米州向けデータ 」や「 欧州 向けデータ 」を選 択 すると、日 本 国 内 の一 部 のレピーターしかインポートされま
せんのでご注 意 ください。間 違 えてインポートした場 合 は上 記 の手 順 6)に戻 り、正 しい仕 向 け(地 域 )を選 択 し
てインポートしてください。

9. 「データの読み込みが完了しました 再起動します」のメッセージが表示されたら、[A/B](OK)を押します。
TH-D74 が再起動して、完了です。
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6. 設定・操作関連
6.1 バッテリーを長持ちさせる
TH-D74 にはさまざまなハードウェアデバイスが搭載されています。使用しない機能をオフすることや機能
の設定値を調整することでバッテリーの消耗を抑 えることが可能です。
•
•
•
•
•
•
•
•

GPS をオフにする
Bluetooth をオフにする
バックライトを調節する
バッテリーセーブ機能を活用する
ビジーランプをオフにする
シングルバンドモードにする
音量バランスを調節する
オートパワーオフ機 能を活用する

6.1.1 GPS をオフにする
内蔵の GPS レシーバーは、工場出荷 状態でオンに設定されています。使用しない場合はオフに設定 する
ことをお勧めします。（→メニューNo.400）
注 ） 工 場 出 荷 状 態 でオンに設 定 されている理 由 は、購 入 後 、電 源 オン時 には時 計 がリセットされている可 能 性
が高 く、GPS を捕 捉 後 に自 動 的 に時 計 を設 定 するためです。

6.1.2 Bluetooth をオフにする
Bluetooth デバイスを使用しない場合はオフに設定 することをお勧めします。（→メニューNo.930）
6.1.3 バックライトを調節する
液晶画面およびキーパッドのバックライトを常時点 灯すると電 力 を大きく消費します。必要 に応じて下記 の
設定に変 更 することをお勧めします。

・バックライトコントロールを オート または オート(DC-IN) にします。
バッテリーで運用する場合「オート」または「オート(DC-IN)」を選択することで、パネルのキーを操作する
とバックライトが点灯し、"バックライト点灯時間"で指定した時間が経過すると自動的に消灯します。
（→メニューNo.900）
・バックライト点灯時間を短めに設定します。（→メニューNo.901）
・バックライトの明るさ（LCD 輝度）を調節するバックライトを必要以上明るくしないよう調節します。
（→メニューNo.902）
6.1.4 バッテリーセーブ機能を活用する
バッテリーセーブ機 能は、5 秒間電波 の受信が無く、かつキー操 作がおこなわれない状態が継続すると、
受信回路を間欠的にオン/オフさせます。間欠動 作 中の受信回 路のオフ時 間はメニューで調節することが
できます。オフ時間を長く設定するほどバッテリーを長持ちさせることができますが、むやみに長くすると受
信音声の頭 切れが発生 しますので注意をしてください。（→メニューNo.920）
注 1）DV/DR モードをオンにすると、受 信 回 路 のオフ時 間 は強 制 的 に 200 ms になります。
注 2）APRS または KISS モードをオンにすると、バッテリーセーブ機 能 は動 作 しません。

6.1.5 ビジーランプをオフにする
電波を受信 すると、ビジーランプ（緑 LED）が点灯 します。ビジーランプの点 灯をオフにすることで消費 電力
を抑えることができます。（→メニューNo.181）
注 ) 特 に FM ラジオ放 送 を受 信 中 は電 波 の受 信 状 態 が継 続 するため、 メニューNo.181 で オフ に設 定 することを
お勧 めします。
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6.1.6 シングルバンドモードにする
2 波同時運 用をおこなう必要が無いときは、シングルバンドモードにします。（→[F] - [DUAL]）
6.1.7 音量バランスを調節する
APRS モードまたは KISS モードを運用 する場合、APRS または KISS モードを運用しているバンドの音 量
を調節します。 （→メニューNo.910）
6.1.8 オートパワーオフ機能を活用する
オートパワーオフは、電源 の切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぐ機能です。工場出荷 状態では 30 分
キーの操 作 がおこなわれない状態が継続すると電 源が切れるようになっています。（→メニューNo.921）

6.2 APRS やパケット通信を静かに待ち受ける
TH-D74 は、異なる 2 つの周波数の同 時受信が可 能です。たとえば A バンドで APRS を、B バンドで音 声
通信を運用 する場合、A バンドのパケット受信音が耳障りとなる場合があります。
6.2.1 音量バランス機能
TH-D74 には音量ツマミが 1 つのため、A バンドと B バンドの音量 のバランスを調節する機 能があります。
（→メニューNo.910）
6.2.2 ボイスアラート機能
ボイスアラートは CTCSS を応用した機能です。ボイスアラート用の CTCSS 周波数をボイスアラート周波数
といい、この周波数と一致した周波数を含む信号を受信したときのみスピーカーから音が出力されます。
たとえば仲間と待ち合わせをする場合、相手がどこにいるかわからないため頻繁に[PTT]を押して呼びかけ
る必要がありますが、ボイスアラート機能を使用すると相手が近くに来るまで静かな待ち受けが可能です。
まず双方のボイスアラート機能をオンに設定するとスピーカーがミュートされます。さらに双 方の APRS ビ
ーコンをオンにした状態で移動します。お互いがダイレクトに電波 が届く距離に近づくと、ビーコンの受信 音
がスピーカーから出力されます。つまりビーコンの受 信音が聞こえたら、音声 での通話も可能と判断 するこ
とができます。
注 ） ボイスアラートはデータスピードが 1200 bps の場 合 にお使 いください。

6.3 無線機の表示画面をキャプチャーする
6.3.1 画面キャプチャー機能
スマートフォンにも搭 載されていて一般的となっている画面キャプチャー機能 を搭載しています。オプション
のリモコンキー付きスピーカーマイクロホン SMC-34 のいずれかのキーに「画 面キャプチャー」機能を割 り
当て、このキーを押すことで microSD メモリーカードにキャプチャー画 像を保 存することができます。
（→メニューNo.942/943/944）
キャプチャーした画像は、240 x 180 ピクセル、24 ビットカラー、サイズ 128 KB のビットマップイメージとし
て保存されます。microSD メモリーカード内の保 存 先は下記のとおりです。
¥KENWOOD¥TH-D74¥CAPTURE¥
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6.4 microSD メモリーカードの内容を簡単に PC で見る
一般的に、電 子機器に挿 入した microSD メモリーカードに保存 されたファイルを PC で見るには、
microSD メモリーカードのアンマウント操作をおこなってからこれを取り外し、別途用意した SD カードアダ
プターあるいは USB アダプターに挿 入 してから PC に挿入し、リムーバブルディスクとして認識させる必 要
があります。
6.4.1 マスストレージ機能
TH-D74 は、USB ケーブルで PC と接続することで microSD メモリーカードをリムーバブルディスクとして
使用することができます。この機能を使 用するには、TH-D74 の USB 機能を「マスストレージ」に設定しま
す。（→メニューNo.980）
メニューで「マスストレージ」に設定し、MicroUSB ケーブルで無線 機本体と PC を接続します。
注 ）TH-D74 のマスストレージ機 能 は、Microsoft Windows にのみ対 応 しています。Linux OS でも認 識 できる場 合
がありますが、ファイルサイズが正 しく表 示 されません。

6.5 受信音の音質を調整する
受信音の音 質は人それぞれに好みがあります。TH-D74 には受信イコライザー機能がありますので、好み
に応じて調整 することができます。
6.5.1 TH-D74 の音声処理は DSP
TH-D74 は、無線機が扱 う 「すべての音」を DSP が適切に処 理しています。アナログ FM モードの音 声で
あってもいったん A/D コンバーターによりデジタル信号に変換し、DSP 内で音 声処理をおこない、D/A コン
バーターにより再びアナログ信号に戻してスピーカーへ出力しています。
6.5.2 受信イコライザー
このように、DSP がすべての音 声 処 理 をおこなうため、受 信 イコライザー機 能を実 現 することができました。
音声周波 数 帯域を 5 つのバンドに分 け、それぞれ -9 ～ +9 dB の範囲でレベル可変 ができるようにな
っています。
好みに応じて調節することが可能です。（→メニューNo.913）
イコライザーのオン/オフも可能です。（→メニューNo.911）
周波数帯域 [kHz]
0.4
0.8
1.6
3.2
6.4

可変範囲 [dB]
-9 ～ ±0 ～ +9
-9 ～ ±0 ～ +9
-9 ～ ±0 ～ +9
-9 ～ ±0 ～ +9
-9 ～ ±0 ～ +9

6.6 送信の音質を調整する
前述の受信 音と同様に、マイクから入 力された音声 も DSP が音 声処理をおこないますので、送信イコライ
ザーも実 現しました。
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6.6.1 送信イコライザー
送信イコライザーは、音声 周波数帯 域 を 4 つのバンドに分け、それぞれ -9 dB ～ +3 dB の範 囲でレベ
ル可変ができるようになっています。（→メニューNo.912）
設定したイコライザー特性 をアナログ FM、デジタル（D-STAR）のどちらに適用 するか、または両方に適 用
するかを設定 することができます。（→メニューNo.911）
周波数帯域 [kHz]
0.4
0.8
1.6
3.2

可変範囲 [dB]
-9 ～ ±0 ～ +3
-9 ～ ±0 ～ +3
-9 ～ ±0 ～ +3
-9 ～ ±0 ～ +3
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6.7 ワイドバンド、マルチモード受信
TH-D74 は、0.1 MHz ～ 523.995 MHz の広帯域*1 な受信が可能です。前身モデル TH-F7 でも広帯域受信を実現してい
ましたが TH-D74 にはさまざまな改善や新しい機能を盛り込みました。以前にも増し、さまざまな楽しみ方が可能です。
6.7.1 受信周波数範囲と復調モード
TH-D74 の A バンド、B バンドそれぞれの周波数 と復調モードの初期値は下表のとおりです。
操作バンド

周波数帯

周波数範囲 [MHz]

ステップ [kHz]

復調モード

A バンド

144 MHz

136

～

174

20

FM

430 MHz

410

～

470

20

FM

LF/MF

0.1

～

0.520

5

AM

0.520 ～

1.710

9

HF

1.710 ～

3.5

0.1

CW

3.5

～

4.0

(FINE モード ON)

LSB

4.0

～

7.0

AM

7.0

～

7.3

LSB

7.3

～

10.1

AM

10.1

～

10.15

CW

10.15 ～

14.0

AM

14.0

14.35

USB

14.35 ～

18.068

AM

18.068 ～

18.168

USB

18.168 ～

21.0

AM

21.0

B バンド

～

～

21.45

USB

21.45 ～

24.89

AM

24.89 ～

24.99

USB

24.99 ～

28.0

AM

28.0

～

29.7

USB

29.7

～

51

25

51

～

54

10

54

～

76

5

76

～

108

100

WFM

118 MHz

108

～

136

25

AM

144 MHz

136

～

144

5

FM

144

～

146

20

50 MHz

FM ラジオ

FM

146

～

174

5

VHF

174

～

222

50

FM

220 & 300 MHz

222

～

253

12.5

AM

255

～

262

AM

266

～

271

AM

275

～

336

AM

336

～

410

FM

430 MHz

UHF

410

～

430

12.5

430

～

440

20

440

～

470

12.5

470

～

524

50

*1 以下に挙げる周波数を除きます（単位 MHz）
253.000～254.995, 262.000～265.995, 271.000～274.995, 380.000～381.995, 412.000～414.995
※送信可能な周波数は、VHF：144.000 MHz～145.995 MHz、UHF：430.000 MHｚ～439.995 MHz です。
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6.8 モード
SSB, CW, AM モードでは、3rd Mixer 後に得られる 10.8 kHz の IF 信号を DSP に入力 し、デジタル信号
処理にて IF フィルターと検波をおこなっています。IF フィルターや検波の設 計は当社の HF 無線機の実装
をもとにハンディー機 用にアレンジしています。

6.8.1 SSB
SSB モード(LSB, USB)では、受信フィルターの設定 でハイカット周波数を変 更することができます。ハイカ
ット周波数は 2.2/ 2.4/ 2.6/ 2.8/ 3.0 kHz の中から選択します。ローカット周 波数は 200 Hz 固定です。
ハイカット周波数を変更 すると IF フィルター(BPF)が切り替わります。たとえば、ハイカット周波数を 2.4
kHz に設定した場合は IF フィルターの通過帯域 幅は 2.2 kHz になります。（→メニューNo.120）
6.8.2 CW
CW モードでは、受信フィルターの設定 で通過帯域 幅(Band Width)を変更 することができます。通過帯 域
幅は 0.3/ 0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.0 kHz の中から選択します。通過帯 域幅を変更 すると IF フィルター(BPF)が
切り替わります。（→メニューNo.121）
受信フィルターの他、ピッチ周波数と CW リバースの設定があります。ピッチ周 波数とは、モールス信号を
受 信 する際 に、そのキャリアを受 信 周 波 数 ぴったりに合 わせたときに復 調 音 声 として再 生 する周 波 数 です。
ピッチ周波数 は 400/ 500/ 600/ 700/ 800/ 900/ 1000 Hz の中 から選択します。
（→メニューNo.170）
CW リバースは、CW モードでの検波を LSB としておこなうか USB としておこなうかの設定 です。CW リバ
ースはノーマル/ リバースから選択します。ノーマルでは USB、リバースでは LSB となります。
（→メニューNo.171）
6.8.3 AM
AM モードでは、受信フィルターの設定 でハイカット周波数を変 更することができます。
ハイカット周波数は 3.0/ 4.5/ 6.0/ 7.5 kHz の中から選択します。
ローカット周 波数は 200 Hz 固定です。ハイカット周波数を変更 すると IF フィルター(BPF)が切り替わりま
す。AM モードの IF フィルターの通過 帯域幅はハイカット周波数の 2 倍となっています。
たとえば、ハイカット周波数を 4.5 kHz に設定した場 合は IF フィルターの通過 帯域幅は 9 kHz になります。
（→メニューNo.122）
6.8.4 IF 信号出力、検波信号出力
TH-D74 では、受信音声 の他、IF 信 号または検波信号を内 蔵スピーカーや外部スピーカージャック、USB
オーディオに出力することができます。“検波出力 選 択”メニューで IF 信 号を選択すると SSB や AM モード
のための IF 信号をセンター 12 kHz の IF 信号 に変換して出 力します。検 波信号を選 択すると FM モード
では De-Emphasis のフィルターの手前 の信号を出 力し、SSB, CW, AM モードでは検波 直後の信号 を出
力します。IF 信号、検波 信号を選択した場合、出力 音声には受 信イコライザーはかかりません。
“検波出力選 択”メニューの操作、IF 信号の出力 、検波信号 の出力は、“シングルバンドモードかつ操作
バンドが B バンド” の時 に動作します。（→メニューNo.102）
注 ）IF 信 号 、検 波 信 号 を出 力 中 は、いくつかの操 作 や動 作 に制 限 事 項 がありますので取 扱 説 明 書 【詳 細 編 】を参
照 してください。

6.8.5 ファインモード、ステップ
受信モードが SSB、AM、CW の場合、FINE モードを使用することで、より細かいステップ周波数による同
調が可能です。
FINE モードのステップ周波数は、20/ 100/ 200/ 1000 Hz から選択します。
TH-F7 の最小ステップ周 波数は 33 Hz でしたが、TH-D74 では 20 Hz のため、より聞きやすい同調 が可
能となりました。
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6.8.6 FM ラジオモード
FM ラジオの受信方法は、2 種類あります。B バンドの周波数 を FM ラジオ帯に選択 する方法と、メニュー
No.700 で FM ラジオモードをオンにする方法があります。FM ラジオモードをオンにすることで、APRS と
D-STAR を運用しながら FM ラジオを受信できるようになります。
A バンドまたは B バンドに信号が入感 すると、通常 の周波数画 面に切り替わってその信号 を受信し、FM ラ
ジオはいったんミュート状 態になります。この状態で交信をおこなったあと、A バンドまたは B バンドの信 号
の無い状態 がメニューで指定した時 間継続すると、FM ラジオ放送の受信 画面に戻ります。
（→メニューNo.701）
FM ラジオの周波数範 囲 は 76.0 MHz ～ 107.9 MHz のため、FM 補完放 送(ワイド FM)の受信も可 能
です。

FM ラジオモード
FM ラジオモードがオンのときは FM ラジオアイコンが点灯し、FM ラジオ専用の機能が使用できます。
・周波数ダイレクト入 力モードが FM ラジオ専用となり、周波数の入力が簡単 になります。
・専用メモリーチャンネルは 10 CH あり、メモリーネームも登 録できます。
・VFO モード、MR モードの切り替えは[MODE](M/V)キーでおこないます。
・スキャンは[A/B](Seek)キーで開始します。FM 局 が見つかると“<< Tuned>>”と表示しスキャンを終 了
します。
・FM ラジオ信号を安定して受信できないような場所 で運用する場合は、「オートミュート復 帰時間」を長 くす
ると通常の周 波数モードと FM ラジオモードとのばたつきを軽減できます。（→メニューNo.701）
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6.9 メモリーチャンネル
6.9.1 メモリーグループを使ってみよう
TH-D74 では 30 種類「GRP-0～GRP-29」のメモリーグル―プがあります。
各メモリーグループにはグループネームをつけることができます。（最大半角 16 文字）
メモリーを新 規に登録 すると、そのメモリーチャンネルにはチャンネル番号に応じ下記のメモリーグループ
番号が初期 値として登録 されます。用 途に応じたグループ番 号を登録しなおすことをお勧めします。
メモリーチャンネルモード中に、[ENT] または [MENU] キーでメモリーチャンネルリストメニューに入り、
「編集」－「グループ」を選 択し、選択したチャンネルのグループを変更します。
メモリーチャンネル.No
0~99
100~199
200~299
300~399
400~499
500~599
600~699
700~799
800~899
900~999

メモリーグループ
グループ 0
グループ 1
グループ 2
グループ 3
グループ 4
グループ 5
グループ 6
グループ 7
グループ 8
グループ 9

グループネーム
GRP-0
GRP-1
GRP-2
GRP-3
GRP-4
GRP-5
GRP-6
GRP-7
GRP-8
GRP-9

登録例
AMA 144 関係
AMA 430 関係
D-STAR 関係

航空無線
AM ラジオ

[MR]キーを押しメモリーチャンネルモードにすると、全グループが呼び出し対象となる"All Groups"の状
態になります。 初 期値は"All Groups"ですが、呼び出すメモリーグループを変 更するには、メモリーチャ
ンネルモード中に [◀]、 [▶] キーを長押 しします。
変更されたメモリーグループが 2 秒間表示され、該当するメモリーグループに登録されたメモリーチャンネルのみ
を呼び出すことができます。

ALL Groups
(すべてのメモリーの呼び出しが可能)

Group-0
(表示されているグループに登録されている
メモリーのみ呼び出しが可能)

6.9.2 Group Link スキャン
[MHz] キーを長押しするとグループリンクスキャンを開始します。

グループリンクスキャンは、 メニューNo.203 でグループリンクに登 録したメモリーグループのみをスキャン
させる機能です。
たとえば前述の登録例で、アマチュア無線バンドの 144 MHz 帯と 430 MHz 帯のみをスキャンしたい
場合は、グループリンクに “GRP-0” と “GRP-1” の 2 つを登録します。
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6.9.3 プログラムスキャンメモリー
スキャン範 囲 を指定するためのプログラムスキャンメモリーが 50 組（100 チャンネル）あります。 プログラ
ムスキャンメモリーは、下 限周波数、上限周波 数 の 2 チャンネルを 1 組として構成されています。
たとえば、145.500 MHz ～ 145.900 MHz の範囲 をスキャンしたい場合は、145.500 MHz をチャンネ
ル番号"L1"に、 145.900 MHz を"U1"に登録します。
VFO モード中は、周波 数がプログラムスキャンの範囲に入ると、現在適用されるプログラムスキャン番 号
を表示します。

プログラムスキャン 49 の範囲を示す。
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6.10 Bluetooth
TH-D74 は、外部機器とのワイヤレスな接続を提 供するため、Bluetooth を搭載しています。規格は
Bluetooth3.0、Class2 です。対応しているプロファイルは下記の 2 つです。
・HSP（Head Set Profile）: ヘッドセットと通信するためのプロファイル
・SPP（Serial Port Profile）: 仮想シリアルポートを使用するためのプロファイル

6.10.1 Bluetooth を使用してできること
HSP（Head Set Profile）
Bluetooth ヘッドセットデバイスと接続することで、ヘッドセットのマイクとイヤホンを使って音声 通信ができ
ます。送信する時は本体 またはスピーカーマイクロホンの[PTT]か、VOX を使用しておこないます。（ヘッド
セットの操作で送信することはできません）
Bluetooth 接 続中の音量 はヘッドセット側で調節してください。
マイク感度は(→メニューNo.112)で調 節可能です。
注 ）Bluetooth ヘッセットを接 続 中 は、USB 端 子 および SP 端 子 から音 声 は出 力 されません。
HFP（Hands-Free Profile）には対 応 していません。

SPP（Serial Port Profile）
PC とペアリングし仮想シリアルポートを割り当てることで PC とのシリアル通信をワイヤレスでおこなうこと
が可能です。MCP-D74 や UI-View32 などの APRS ソフトウェアをワイヤレスで運用できるようになります。
また、ヘッドセットと接続しながら、同時 に PC ともシリアル通信をおこなうことが可能です。
Bluetooth で仮想シリアル通信をおこなう場合、通信 実行時に最 適な速度で通信をおこなうため、通信 速
度（ボーレート）の設定は不要です。使 用する PC アプリケーションプログラムにボーレートの設定をおこな
う必要がある場合は、選 択肢の中から何か一つを選んでください。（何を選んでも、かまいません）

Bluetooth ON (Bluetooth ピクト点 灯 )

Bluetooth 接続中（接 続 中 ピクト点 灯 ）

接続中の Bluetooth デバイスは(→メニューNo.933)で確認できます。
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6.11 USB を接続してみよう
本機は、USB2.0 に準拠 した USB デバイスとして動作します。また、下記のデバイスクラスに対応してい
ます。
• CDC：コミュニケーションデバイスクラス
• UAC1.0：USB オーディオクラス 1.0
• MSC：マスストレージクラス

6.11.1 仮想 COM ポート
TH-D74 は USB の CDC（コミュニケーションデバイスクラス）に対応しているので、仮想 COM ポートとして
PC と通信ができます。
USB 仮想 COM ポートを使用するためには、専用ドライバのインストールが必 要です。
仮想 COM ポートドライバーは、下記 の URL からダウンロードしてください。
（www.kenwood.com/jp/products/amateur/handy/th_d74/thd74_vcp_j.html）
USB で仮想 シリアル通信をおこなう場合、通信実 行時に最 適 な速度で通信をおこなうため、通信速 度（ボ
ーレート）の設定は不要 です。使用する PC アプリケーションプログラムがボーレートの設 定をおこなう必要
がある場合 は、選択肢の中から何か一つを選んでください。（何を選んでも、かまいません）
TH-D74 はこのような USB 機能を搭 載しているため、MCP-D74 でのデータ読み込みや書き込み速 度が
飛躍的に向 上しました。
6.11.2 USB オーディオ
TH-D74 の USB オーディオ機能は、出力のみに対応しています。
・出力フォーマットは 48 kHz, 16 bit, モノラル音 声です。
・USB オーディオはスピーカーと同じオーディオを出 力します。
・USB オーディオの出力レベルは メニューNo.918 で変更することができます。
・スピーカーマイクロホンまたはイヤホンが接続されていても、USB からオーディオを出力します。
・Bluetooth ヘッドセット接続時は、Bluetooth ヘッドセットの入出力専用になります。
音声の出力先

接続機器

内蔵 SP

スピーカー
マイクロホン

USB

Bluetooth

無し

対応

---

対応

---

スピーカーマイクロホン

---

対応

対応

---

Bluetooth

---

---

---

対応

USB オーディオ

対応

対応

対応

---
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6.11.3 USB マスストレージクラス
デジタルカメラなどでも対 応していますが、microSD メモリーカードを取り外 さなくても、USB で PC に接続
することにより、メモリーコントロールプログラム MCP-D74 を使用して各種 設定や、PC から本機に装着さ
れた microSD メモリーカードにアクセスすることができます。
PC と本 機を接続するには、PC に仮 想 COM ポートドライバーをインストールする必 要があります。
www.kenwood.com/jp/products/amateur/handy/th_d74/thd74_vcp_j.html
メニューNo.980 で USB 機器選択を “マスストレージ” に変更します。

6.12 microSD メモリーカードを使ってみよう
6.12.1 microSD メモリーカードに記録してみよう
TH-D74 は、microSD メモリーカード/ microSDHC メモリーカード規格に対 応しています。 最 大容量
32GB までの microSDHC メモリーカードを使用 することが可 能です。
microSD メモリーカード/ microSDHC メモリーカードには下記の情報を記録 することができます。
種類

内容

最大保存ファイル数

送受信録音

送受信の交信を記録する。

255

GPS 軌跡ログ
QSO ログ
レピーターリスト
コールサインリスト

GPS の軌跡を記録する
更新履歴を記録する
D-STAR レピーターリスト
D-STAR 用のコールサインリスト

255
4000(*1)
-----

キャプチャー画像

画面キャプチャーイメージ

---

無線機各機能の設定内容、
メモリーチャンネル、ボイスメッセージなどの情報
*1：ファームウェア V1.05 以降（V1.04 までは 255 ファイル）
無線機設定情報
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---

ファイル形式
wav
16 kHz/ 16 bit/ モノラル
nme
tsv （タブ区切りテキスト）
tsv （タブ区切りテキスト）
tsv （タブ区切りテキスト）
bmp
240 x 180/ 24 ビット
d74 （バイナリー形式）
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6.12.2 GPS のログを長時間とりたい時は GPS レシーバーモードを使ってみよう
無線機能を使わない設定にすることにより、長時 間の運用が可能になります。
GPS の “動 作 モード” 設定で “GPS レシーバー” を選択します。（→メニューNo.403）
GPS レシーバーモード時 は無線機の機能は使用 できませんが FM ラジオは使用できます。
（→メニューNo.700）
6.12.3 microSD メモリーカードに本体の設定データを保存する
・本体の設定 データは microSD メモリーカードに保 存できます。設定データのエクスポートはメニュー
No.800 を参 照してください。
・ファームウェアのバージョンアップをおこなうときは事前に microSD メモリーカードにデータを保存するこ
とをお勧めします。
・保存データは MCP-D74 と共通フォーマットです。
・本体の設定 を変更したい時は、設定データをあらかじめ microSD メモリーカードに保 存しておき設定デー
タのインポート機能を使 用 して切り替えることもできます。(→メニューNo.810）
6.12.4 ポジションメモリーを活用してみよう
TH-D74 では、気に入った地点情報をポジションメモリーに登録 することができます。
ポジションメモリーには、緯度、経度、高度、登録 時刻、ネーム、アイコンの情報を記憶します。ポジションメ
モリーには最 大 100 件まで登録することができ、登録時刻以 外 の内容は編 集することができます。
ポジションメモリーは、現 在の位置情 報、APRS のステーションリストや My Position の情報をポジションメ
モリーにコピーすることもできます。
＜活用方法 ＞
・My Position へ反映 ・オブジェクト、アイテム情報 として送信
・ターゲットポイント
ポジションメモリーを登録 するには [MARK]キーを長押しします。GPS が未 測位のときは登録することは
できません。
GPS が測位 している状態で[MARK]キーを長押しすると、現在の位置情報をポジションメモリーに登録 す
ることができます。
APRS のステーションリスト情報をポジションメモリーに登録する手 順を以下に示します。

ステーションリスト画面

[MENU]でリストメニュー (ポジションメモリーにコピー)
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コピー先のポジションメモリー番号を選 択し[A/B]キーを押す。
コピー後、ポジションメモリーリスト確認 。

ポジションメモリーリスト詳細画面

例：ステーションリストからポジションメモリーリストへ登録した場 合に移行される項目
ステーションリスト

ポジションメモリーリスト

コールサイン

→

ポジションネーム

無線局のアイコン

→

アイコン(APRS と共通)

緯度

→

緯度

経度

→

経度

高度

→

高度

受信時刻

→

登録時間

ステータステキスト

×

---

気象データ

×

---

送信パワー

×

---

アンテナ高

×

---

アンテナゲイン

×

---

ポジションコメント

×

---

パケット中継経路

×

---
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例：My Position からポジションメモリーリストへ登録した場合に移 行される項目
My Position

ポジションメモリーリスト

ネーム

→

ポジションネーム

×

アイコン(APRS と共通)

緯度

→

緯度

経度

→

経度

高度

→

高度

×

登録時間

例：ポジションメモリーから My Position へ登録した場合に移 行される項目
My Position

ポジションメモリーリスト
ポジションネーム

→

ネーム

アイコン(APRS と共通)

×

---

緯度

→

緯度

経度

→

経度

高度

→

高度

登録時間

×

---

例：ポジションメモリーからオブジェクトへ登録した場 合に移行される項目
ポジションメモリーリスト

オブジェクト

ポジションネーム

→

ネーム

アイコン(APRS と共通)

→

アイコン(APRS と共通)

緯度

→

緯度

経度

→

経度

高度

×

登録時間

×
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6.12.5 ポジションメモリーに登録
登録した位 置情報は 「My Position*」 や 「オブジェクト*」 に簡単にコピーできます。
コピーしたいポジションメモリーの詳細 表示画面 にする。
[A/B]キーを押しコピー先 を選択する。

コピー先の “My Position” か “オブジェクト” を選択して [A/B]キー を押す。
選択して、オプションの“My Position1” ～ “My Position5”
または “オブジェクト 1” ～ “オブジェクト 3” を選 択して [A/B]キーを押してコピーします。
注) 位置情報を APRS オブジェクトにコピーするには、ファームウェアバージョン 1.06 以降が必 要です。最
新のファームウェアは、下 記の KENWOOD の Web サイトからダウンロードできます。
http://www.kenwood.com/jp/faq/com/th_d74/

63

TH-D74

APRS と D-STAR を楽しもう

発行日：2017 年 9 月 2 日
発行元：株式会社 JVC ケンウッド
Copyright © 2017 JVCKENWOOD Corporation
All Rights Reserved.

64

