








MPVD (Multi-Purpose VFO Outer Dial) 
VFOダイヤル外側の MPVD 大型多機能ダイヤル
は、 通常は周波数の早送りとして使用することで
VFOダイヤルと組み合わせた快適なチューニングを
行うことができます。MPVD には機能の割り当ても
できるので、 高い頻度で使用する機能を割り当てれ
ば、 VFOダイヤルから手を離すことなく変化する受
信状態の中でも素早い調整が可能です。
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MPVD多機能ダイヤル

CS（カスタムセレクト）キー

カ ス タムセレクト キ ー(CS キ ー）は、ユ ー ザ ー メ
ニュー の中からあらかじめ割り当てておくことで、そ
の機能をワンタッチで呼び出すことができます。C S
で割り当てた機能は、V F Oダイヤルから手を離さず
にMP VDダイヤルを使って変更や調整を行うことが
できます。 カスタムセレクトキー

SDカードスロットを装備
前面にSDカードスロットを装備し、市販のSDメモ
リーカードを使用して交信音の録音／ 再生、ボイスメ
モリー（送信用の音声録音）、各種のセッティング、メ
モリー内容の保存、スクリーンキャプチャー（表示画
面の保存）、またファームウェアのアップデ ートなど
を行うことができます。 SDカー ドスロット

ロ

FUNC（ファンクション）ツマミ
セッティングメニュー の選択や設定値の変更などを
簡単に行うことができるFUNC （ファンクション）ツ
マミは、押して項目を選択してツマミで設定値やレベ
ルを調整するシンプルな操作で運用中の素早い対応
が可能です。 頻繁に使用する機能や設定メニューを
割り当てておけばツマミを回すだけで簡単に設定変
更ができます。 ファンクションツマミ

QMB（クイックメモリーバンク）機能
現在の運用状態をワンタッチで専用のメモリーチャンネル(Q MB：クイックメ
モリーバンク）にメモリーができるQ MBキーをV FOダイヤルの左上に配置し
簡単にメモリーを呼び出すことができます。 クイックメモリーバンクには、周波
数、モードだけでなく、送受信設定やフィルター、その他の設定もメモリーして
いるので、再設定なしに素早く最良の状態で運用を開始することができます。
メモリーの内容もデイスプレイにリスト表示すること
で簡単にメモリーの詳細を確認することができます。

（最大l 0チャンネルのメモリーが可能） ．． 
クイックメモリ ーバンクキー

バンドスタック機能
運用バンドを切り換える直前に設定してあった運用状態（周波数やモードな
ど）を、各 バンド毎に3つずつ記憶することができます。 DXペディションやコ
ンテストなど、同じバンドで周波数やモードを変えて交信する場合に大変有効
です。

快適な運用をサポートする多彩な機能

cw運用

cwゼロイン機能
送信時のCWサイドト ーンのピッ
チ音は、300Hz ~ 1 050Hzの
範囲で調整することができます。
送信音のピッチと受信音のピッ CWゼロインバーディスプレイ表示
チが同じになるポイント（ゼロイ
ンポイント）を視覚的に確認できるCWチューニング機能を搭載しており、
バーデイスプレイ表示でゼロインを確認することができます。
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cwォ ートゼロイン機能
CW信号を受信中、設定してあるCWの受信ピッチ
と一致するように、相手の周波数に自動的に調整（ゼ
ロイン）することができます。耳だけでは難しかった
CW 信号のゼロイン操作がゼロインキーを押すだけ
のワンタッチ操作で相手局に素早くゼロインしてス
ムーズにQS Oを始めることができます。 CWオートゼロインキー

cw リバ ース機能
CW運用時、受信信号の中に混信がある場合には、サイドバンド（受信帯域）
を反転させることにより、一時的に混信から逃れることができます。

cwデコ ード機能
受信したCWモールス符号（欧文モー

ルス符号）をデ コードしてデイスプレイ
に文字で表示するCWデ コ ー ド機能
を備えています。

-し
OFF AMP1 50C加 AUTO

CO CO CO OE OA1YOE' 
、、

DCC LVL DEC OFF 

CWデコー ド表示

FPGAによるcwキーイング波形整形
CWキー イング時の信号（送信波形）の立ち上がり／下がり時間を4段階で設
定ができます。 それぞれの設定においてFP GAによるデジタル処理で波形整
形を行うことで理想的なシェイプで送信することができます。

その他のCW機能
・内蔵エレクトロニックキーヤー（キーヤーモード選択：A／B/Y／ACS )
・コンテストメモリー キーヤー・バグキー対応機能・ウェイトコントロール機能
・極性反転機能・コンテストナンバーオートカウントアップ機能
・メモリーしたCW 符号を一定の間隔で連続的に送信するビーコン機能
·CWフルブレークイン機能・CWセミブレークイン機能・CWSP OT 機能
·CWデイレイタイム選択(30msec ~ 3000msec) 
·CWキー イングスピードコントロール(4wpm ~ 6 0wpm) 
·SSBモードでの直接CWキー イング機能

RTTY (FSK) /PSK運用
実用的なFSKやPSK(BPSK/QPSK)方式のメッセージ通信に対応し、RTTYやPSK31などの運用を行うことができます。

RTTY (FSK) /PSKエンコード、デコ ード機能
RTTYのデ コード（解読）とエンコード機能を装備し、デ コード画面と一緒に
表示されるフィルター機能表示部のマーカーに合わせて信号を受信すること
により簡単に同調を取ることができます。 マー ク周波数、SHIFT幅、ポド ー

コードは、セッティングメニューで変更することができます。 また、FTDXlO
とパソコンを市販のUSBケーブル(A-B)で接続し、市販のデ ータ通信用ソフ
トウエアを使ったRTTY運用を行うことができます。

RTTY/PSKテキストメモリ ー

RTTYやPSKの送信でよく使用する文章をメモリーすることができる RTTY
テキストメモリー、PSKテキストメモリー（それぞれ最大50 文字X5チャンネ
ル）を備え、あらかじめメモリーされたメッセージをタッチパネル操作で簡単
に送信することができます。 別売のFH-2（リモートコントロールキーパッド）
を接続してテキストメモリーや送信を行うことも可能です。

その他の実用的な機能

IPO (Intercept Point Optimization)による
最適なRFゲイン選択
接続するアンテナやコンディションによる受信信号にあわせて、RFアンプ部の
ゲインを3つの動作状態から選択して最適なレベルの信号をミキサーに入力
することができます。 特にローパンドなど過酷な受信状態などに大きな効果
を発揮するIP O、RF アンプを 1段接続して感度と特性をバランスさせた
AMPl（利得約lOdB)、RF アンプを2段接続して感度を重視するAMP2
（利得約20d8)の3つから選択することができます。

AGC ( Automatic Gain Control)機能
AGC は、受信信号の強弱によって受信部全体の利得を調整し、受信部が飽和
して歪みを起こさないようにする機能です。 AU TOモードでは、運用モードに
合わせて自動で時定数が切り替わりますが、ノイズやフェージングなどがある
場合には、状況に合わせてAGC 回路の時定数を切り換え最適な状態で受信
することができます。 AGC は、パンドスタックことに記憶することができます。

スプリット運用をスム ーズに行うクイック機能
AバンドとBバンドで設定（表示）した別々の周波数を使用して送受信を行う
スプリット運用時の操作を素早く行うことができるクイックスプリット機能は、
DXペディションなどスムーズで快適な運用をサポートします。

■クイックスプリット機能
運用バンドで受信周波数を設定し “SPLIT'’ キーを長押しすると受信周波数よ
り5kHz（初期設定）高い送信周波数としてセットされ素早くスプリット運用を
行うことができます。（オフセット周波数の設定や変更はセッティングメニュー

で行います。）

■クイックスプリット入力
セッティングメニューでクイックスプリット インプットを選択しておけば、
"SPLIT’'キーを長押しして画面のタッチパネル操作でオフセット周波数を指
定することができます。

受信
·30kHz ~ 75MHz ジェネラルカバレッジ受信機能
（アマチュアバンド以外の周波数帯は性能保証外）

·FM /AM ワイド／ ナローモード
· RTTY/PSKなどのデ ータ通信機能、外部接続端子
·ATT（アッテネーター）
·NB（ノイズブランカー）

・スキャン機能：VFOスキャン、メモリースキャン、
P MS （プログラマブルメモリースキャン）

送信
·V OX（音声による自動送信機能）
·V OXゲイン調整／ アンチvoxゲイン調整
·M OX（送信保持機能）

・非常連絡設定周波数(4630kHz)対応
·TOT（タイムアウトタイマー）
·TX モニター

·CTCSS エンコード(FM モード：50種類）
・ボイスメモリー（送信用の音声録音：最長90秒x 5チャンネル）

操作
・メインダイヤルのトルク調整
・タッチパネル操作による周波数移動
・テンキー周波数入力
・メインダイヤルロック
・バンドスタック機能

（運用バンド切り替え直前の設定状態を記憶( 3メモリー ／ バンド）
・キーポードLANGUAGE（入力言語）選択機能

表示（ディスプレイ）
・受信機能動作状態表示
・スコープ表示スイープスピード可変機能
•各種メーター表示選択

・スクリーンセーバー

・スコープの表示範囲を縦に広げるEXPAND 表示機能
・スコープ表示のスペクトル分解能選択

拡張性に優れた外部入出力

ロングワイヤ ー対応オ ートアンテナチュ ーナー (FC-40)対応
背面 に チ ュ ー ナ 一 端 子 を 装 備 し、l.8MHz ~ 30MHz、50MHz ~

54MHzのアマチュアバンドで長さ20m以上のワイヤーに整合させることが
できるオートアンテナチューナー(FC-40)に対応します。 一度マッチングし
た周波数は、200のマッチングメモリーに記憶することで次からの高速マッチ
ングが可能です。

外部ディスプレイ端子
リアパネルに外部デイスプレイ端子
(DVI -D)を備え、デジタル方式の出
カで大画面モニター に接続して運用
を行うことができます。

ACC端子
アクセサリ一端子よりオプションのLAN ユニットを接続してLAN やインター

ネットを経由したリモート運用（遠隔制御）を行うことができます。

快適な運用をサポートするリモートコントロー ルキ ーパッドFH-2
別売のリモートコントロールキーパッド(FH-2)は、音声を録音して送出する
ボイスメモリー機能や、CW運用時に使用するコンテストメモリー キーヤーを
操作するリモートコントロールキーパッドで、コンテストなどにおけるスムーズ
な運用をサポートします。

3つのUSBポートを装備
リアパネルに3つのUSBポート(Aタイプx2、BタイプX 1)を装備していま
すので、マウスを接続したトランシーバーの操作やキーボードを接続した文字
の入力などに使用することができます。
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