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1 インストールとアップデート 

SWISSLOG のインストールはとても簡単です。 Swisslog の公式 Web サイトから最新のバ

ージョンをダウンロードしてから、セットアッププログラムを実行し、画面の指示に従って

ください。 すでにバージョン 5.2 以上をインストールしている場合、インストーラは

Swisslog プログラムを最新バージョンに更新します。 プログラムは 

https://www.swisslogforwindows.com/ からダウンロードできます。 

 

Windows Vista またはそれ以上のユーザの重要な情報： 

 

これらのオペレーティングシステムで SWISSLOG を適切にインストールして実行するに

は、完全な管理者権限が必要です。 Swisslog のインストーラファイルを右クリックし、

「管理者として実行」を選択します。 

 

注記：デフォルトの "Swisslog"ルートフォルダの代わりに "Program Files"フォルダに

Swisslog をインストールする場合は、UAC（User Account Control）を無効にする必要があ

ります。 [スタート]メニューまたは[コントロールパネル]の検索ボックスに UAC と入力し、

[ユーザーアカウント制御の設定]オプションを入力し、スライダを一番下までドラッグしま

す。 [OK]を押し、コンピュータを再起動します。 

 

 

2 はじめに 

SWISSLOG の物語は 1986 年に始まり、そのころウォルターは非常に大規模なコンピュー

タ会社で働いていました。ランチタイムのある日、彼は会社の掲示板の 1 つを閲覧し、見つ

けた Ernst（エルンスト）、EA8BGN（現在 HB9RXQ）に会い、彼らはプロジェクトを立ち

上げる議論しました。 Ernst はプログラムの最初の仕様を作成し、その名前も付けました。 

 

DOS 用 SWISSLOG の最初のバージョンは 1987 年にリリースされ、多くのハムは今日でも

DOS バージョンを使用しています。最初のリリース後、PC のパフォーマンスが飛躍的に増
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加していたので高性能の Log プログラムを Windows 用に開発することができることを確信

していました。 DOS 版の改良を続けながら、Windows 版の開発を開始しました。開発プロ

セス中、Walter は多くのことを学び、新しいバージョンのソフトウェアがリリースされるま

でに 4 年かかりましたが、ハムの個々の要求に適合させることができました。自分のログ内

のすべてのデータについての定義と特徴づけることができます -コールサイン、日付、バン

ド、モードによってソートされたログを表示することができ、DXCC またはグリッドロケー

タの数を追跡するための統計情報を表示することができ、カスタムレポートを印刷したり、

アワードとアプリケーションを準備したり、QSL カードのラベルを印刷したり、その他多

くの実用的な機能を制御したりできます。この柔軟性はプログラムに複雑さを加えるもので

はありません。ワープロやスプレッドシートなどの複雑なプログラムでも同様です。一般的

に、これらのプログラムは、カジュアルなユーザが必要としないと理解できないことがあ

り、基本的なプログラムを使用することができ、かつ多くの高度な機能を持っています。デ

フォルトモードでプログラムを使用するのは簡単です、基本的な機能に慣れると同時に利用

可能な、より高度な機能を探索することができます - 同じ Windows 用 SWISSLOG につい

ても同様です。幸いなことに、常にそこに「パワーユーザー」のグループである我々は、

SWISSLOG ウェブサイトのフォーラムで「ヒント」を提供することで、他の人と彼らの情

報を共有することを願っています。 

 

2006 年 6 月に、ちょうど Windows のバージョン 6 のための Swisslog の正式リリース前

に、ウォルターは自転車に乗っていて、交通事故に遭いました。 数週間後、彼は最終的に

目が覚め数年かけて負傷は順調に回復しています。 彼のプログラミングを修復せずに数年

後、彼は新しいプログラムを作ることにしました。 Swisslog チームの誰もが、成功できず,

彼の創造を続けるプログラマを探していました。しかし、プロのプログラマと友人クリスチ

ャン Aymon、HB9DBC、ウォルターと Pascal、HB9IIB は、ウォルターのコンピュータのコ

ピーを取り、少なくともソースコードと Swisslog を開発するためのツールを持っている仮

想マシンを作成することができます。そうすれば、新しい QRZ アクセスなど重要な問題を

修正したいくつかのバージョンをリリースすることができます。 Swisslog を開発すること

は、プロのプログラマでさえ、どのように理解しようと多くの時間を必要とする非常に難し

い作業です。彼はそのような巨大な時間を、個人的および職業的理由から持っていませんで

した。 
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私が最初にスペイン語以降スペインの代理店として Swisslog を翻訳し、それを必要とする

すべてのユーザに支援を与え、1990 年以来 Swisslog チームに携わってきました。 2 年前

私は（最近亡くなったハーディ、DL5SBA、によって維持されている）エンティティーのテ

ーブルに主に焦点を当て、Swisslog は依然として有用で更新することができるように、私は

統計ファイルや他のいくつかのファイルを更新しました。しかし、1 年前、私は Swisslog

のソースコードを入手し、少なくともそれについて少し勉強してみることにしました。私は

ウォルターと彼に許可を求めた。クリスチャンは Walter のコンピュータの仮想マシンのコ

ピーを私に送ってくれました。彼は私に、メインプログラムをコンパイルして作成するため

の貴重な指示をくれました。私はバージョン 6 のソースコードを持っていますが、それはエ

ラーをコンパイルすることでいっぱいでした。ウォルターはそれらを解決する手助けをする

ことはできません。だから私は安定していて強力なバージョン 5 に焦点を当てました。 

 

スイスログは現在、世界で最も優れた強力なロギングプログラムの 1 つです。私は

Swisslog フォーラムと websi を管理、今後の課題を解決しようとすると、私が知っている

最高の生きた Swisslog を維持しようとします 

73 from Jordi Quintero, EA3GCV 

December 2014 

 

2-1 Credits 

ウォルターと私は、スイスログを長年サポートしてくれた次の人々に感謝したいと思いま

す： 

- Richard Schmitz, W7YES and Gert Janssens, K5WW: 彼らは多くの時間を費やして助けを

得ました。 それらがなければ、ヘルプファイルは依然として「読むことができない」技術

情報の集まりになります。これは現在、優れたリファレンスとチュートリアルです。  

- Christian Aymon, HB9DBC: 救助のための重要な仕事のために。 彼は非常に重要な問題を

修正するいくつかの新しいバージョンをリリースすることができますこの行動に感謝しま

す。 彼のおかげで、私は彼の歩みに従うことができます。  

- Pascal Antenen, HB9IIB: スイスのチームにキリスト教徒が関わったとされたウォルターの

友人。 彼はまた、サイトが 2013 年に真剣にハッキングされたときに重要な仕事をしまし

た。ウェブサイトとフォーラム全体が欠落していました。 彼は古いフォーラムメッセージ
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を復元しました。 しかし、彼は現在のフォーラムを作成し、ハッキング攻撃に対してより

安全性を確保しました。 

たくさんの人に感謝しています！ 

FAQ ページとディスカッションの詳細については、www.swisslogforwindows.com をご覧く

ださい。 

2-2 表示言語の切り替え  

インストール後に QTH 情報の

入力が必用ですが、初期画面

がドイツ語なので,まず英語モ

ードに切り替えます。 

Optionen をクリックし 2 行

目の Sprache をクリック 

 

 

 

 

 

 Englisch をクリック OK をクリック 

これで英語表示に切替わります。 

 

 

 



22 

 

Help ⇒ About ⇒Register と開き自局のコールを登録する。 

 

 

Add registration をクリック OK をクリックすると、自局のコールが登録され、ウィンドの

上の部分に 

コールが表示されます。 

 

 

プログラムを再起動 

 

2-3 SWISSLOG Log 入門 

お使いのコンピュータに SWISSLOG プログラムのインストールが完了したら、数分を要

し、下記のセクションを確認してください。 これらは最も重要なトピックであり、他の

SWISSLOG 機能を調べる前にレビューする必要があります。 

 

次の 5 つのセクションが最も重要です。 
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 基本操作 

 クイックスタートとセットアップ 

 データーベース 

 QSO 入力ウィンド 

 ログブック・ビュー 

クイックスタートとセットアップ 

ディスクトップにある SWISSLOG アイコンをクリックして SWISSLOG を起動します。 

自分の個人情報を入力します（Callsign、QTH Locator、UTC Time Difference など） 

SWISSLOG を初めて起動すると、Callsign、QTH、オペレータ名、UTC からの時差、その

他いくつかの詳細がポップアップ・ウィンドウに表示されます。最低限、コールサインを入

力する必要があります。ただし、この時点で他のフィールドも入力することをお勧めしま

す。詳細は My QTH をご覧ください。 

ヒント：いつでも自分の個人情報や局の詳細を変更することができます。たとえば、別の

QTH を追加するか、夏時間のために UTC と現地時間の時差を変更する必要がある場合で

す。 

今すぐプログラムを登録してください 

 メインメニューから Help | Contents を選択します。内容 

 Register（登録）をクリックし、あなたのコールサインを入力し、Add Register ボ

タンを押してください。 

 ツールバーにある ボタンをクリックして QSO Entry Window を開くか、メインメ

ニューから Select View | QSO を追加するか、Ctrl + A のキーボードショートカット

を使用します。 

Callbook データーベースを選択 

 QSO Entry ウィンドを初めて開くと、コールサイン情報を取得するために使用するイン

ターネットデータベース（CD またはインターネット）を選択するよう求められます。

データーベースを選択し、必要なオプションを記入し、 "Fields Copy Instructions" 

（フィールドコピー指示）タブ（自動コピーオプションもチェックすることを忘れない

でください）で新しい QSO にコピーするフィールドを選択します。 
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QSO-Entry-Options を選択する 

 この時点で、リアルタイムモードで QSO を入力するか、以前に作成した QSO を追加

するかどうかを決定する必要があります。プログラムが最初にインストールされると、

リアルタイムモードが有効になります。リアルタイムモードを無効にするには、マウス

の右ボタンを押して Options を選択するか、キーボードショートカット Ctrl + O を使用

します。 

 

ヒント：QSO 入力ウィンド内にマウスカーソルを置き、右クリックしてポップアップメニ

ューを有効にしてください。 Options を選択します。 

リアルタイムモードが有効になっていると、QSO の日時が該当するフィールドに自動的に

挿入されます。オプションメニューから Store UTC in Logbook を選択すると、時刻は UTC

に基づいています。 Logbook に Store UTC を選択しなかった場合、連絡先は現地時間に基

づいて行われます。これらの時間はどちらもコンピュータの時計から得られます。正しく設

定されていることを確認してください。また、正午よりむしろ真夜中の正確な時刻に日付が

変化していることを確認します。 

リアルタイムモードが有効になっていない場合、QSO の時間と日付を手動で入力すること

ができます。これらのフィールドには日時が表示されます。ただし、データを上書きするこ

とはできます。 

ヒント：いくつかの手動入力を行うためにリアルタイムモードを無効にした場合は、終了し

たらリアルタイムモードを有効にすることを忘れないでください。 

ヒント：これは、QSO 追加メニューのオプションから選択できる他のオプションのいくつ

かを見直すのに適しています。ログに保存されている時間が UTC に基づいているかローカ

ル時間に基づいているのかを選択したい場合があります。受信や送信の信号レポートのデフ

ォルト値を選択することもできます。 

 これで QSO を追加することができます - QSO の Entry ウィンドは非常に直感的です

が、特定のフィールドとそれらがログにどのように関係しているかについての疑問や、

QSO Entry ウィンドの詳細については、QSO Entry Window をクリックしてください。

また、上の段落で述べたように、さまざまなオプションを確認してください。 

 QSO のデータを入力してログに保存する場合は、Save [保存]ボタンをクリックする

か、F10 ファンクションキーを押します。 
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 別のロギングプログラムをお持ちの場合は、以前にログインした QSO を SWISSLOG

に転送することができます。 

 いくつかの QSO を入力またはインポートしたら、他の SWISSLOG 機能で探索を開始

することができます。 

トランシーバのセットアップ 

 ご使用のトランシーバが CAT 制御をサポートしている場合は、Swisslog と連動させる

ために設定する必要があります。 

 Swisslog はトランシーバの情報を自動的に QSO Entry ウィンドの周波数とモード

フィールドに記入します（リアルタイムで作業する場合）。 

 トランシーバーステータスツールバーまたはトランシーバーコントロールウィンド

ウから手動で QRG /モードをトランセプターに設定することができます。 

 DX メッセージウィンドウで受信した DX スポット情報からトランシーバの周波数

を設定します。（DX メッセージウィンドウのセクションを参照）。 

 Swisslog は、ほとんどのトランシーバへの直接接続をサポートしますが、OmniRig、

DX Lab Commander、Ham Radio de Luxe、TRX Manager などの優れたプログラムを

経由した接続もサポートしています。 

DX スポットを受け取るための DX クラスタ Telnet サーバ接続のセットアップ 

 インターネットに接続している場合は、Dx Cluster Telnet サーバに接続することをお勧

めします。一度設定するだけで、Swisslog は起動するたびに（インターネットに接続さ

れている場合）、選択された Telnet サーバに自動的に接続します。接続するために

Telnet ウィンドを開いたままにする必要はありません。次の手順を実行します。 

 メインメニューから View | Telnet Control Window を選択します 

 Available servers [使用可能なサーバ]タブに移動し、優先する Telnet サーバをダブ

ルクリックします。 

 "Start automatically" （自動的に開始する）オプションをチェックし、Save ボタン

を押してからウィンドを閉じます。 

 優先する Telnet を選択したまま、 ボタンを押すと、そのサーバに接続します 
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 接続している[Active Servers]タブをチェックインします 

 これで Telnet ウィンドを閉じることができます 

 表示に移動 Telnet サーバから受信した DX スポットを表示する DX-Cluster 

Messages（DX メッセージウィンドウのセクションを参照） 

 Telnet Support のセクションを読んで興味深い機能をたくさん見つけてください。 

さらなるステップ：セットアップローテーターコントロール 

 コンピュータで制御できるロテータシステムがあれば、Swisslog で設定することを

強くお勧めします。あなたはそれを後悔しません！： 

 QSO Entry ウィンドで設定した局の方向にアンテナを自動的に回すことができます 

 DX メッセージウィンドウからアンテナを指定局方向に回します 

 ボタンまたはショートカットキーを使用して、アンテナをショートパスかロングパ

スにに切り替えることができます 

詳細については、Rotor インターフェイスのセクションをお読みください 

2-3-1 基本操作 

SWISSLOG は MDI アプリケーション（Multiple Document Interface）です。これは、メイ

ンウィンドウと、メインウィンドウ内にあるさまざまな小ウィンドウで構成されています。 

メインウィンドウは、メインメニュー、ウィンド上部のメインツールバー、およびウィンド

下部のステータスラインで構成されています。場合によっては、マウスカーソルがアイテム

の上に置かれると、ステータスラインに「ヒント」が表示されます。例：QSO Edit 

window(編集ウィンドウ)の QTH ロケータセルにマウスカーソルを合わせると、ステータス

ラインに“Double-Click to calculate the QTH-Locator”「QTH-Locator をダブルクリックして

計算」というヒントが表示されます。 次のいずれかの方法を使用して、SWISSLOG 機能に

アクセスできます。  

 メインメニューとサブメニュー  

 ポップアップメニュー  

 ボタン  

 ショートカット 
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2-3-1-1 メインメニュー Main Menu 

Main Menu（メインメニュー）は SWISSLOG 機能にアクセスする主要な方法です。メイン

メニューに表示されている項目のいずれかをクリックすると、メイン項目に関連する追加の

選択肢を提供するサブメニューが表示されます。例：メインメニューで Edit [編集]をクリッ

クすると、編集に関連する機能を示すサブメニューがドロップダウン表示されます。

“Add/Edit Bands バンドの追加/編集, Add/Edit Modes モードの追加/編集, Edit Bandplan バン

ドプランの編集” などがあります。 

ヒント：メインメニューに表示されている項目の 1 つをクリックし、メインメニューの別の

項目にマウスを移動すると、対応するサブメニューが自動的に表示されます。 

いずれかのサブメニューから項目を選択すると、その機能がアクティブになり、選択された

機能に対して子ウィンドが表示されます（ほとんどの場合）。 

メインメニューの[機能]項目は特別です。それは複数の用途を有し、以下にさらに説明する

必要があります。 

多くの子ウィンドには、それらに関連する固有のオプションがあります。これらのオプショ

ンはサブメニューに表示され、子ウィンド内ではなく、メインメニューの機能の下に表示さ

れます。したがって、「機能」サブメニューは、現在アクティブな子ウィンドに特有のもの

です。子ウィンドによっては、アクティブなウィンドにはオプションがありません。この場

合、機能はメインメニューに表示されません。 

例：QSO Entry ウィンドをウィンド内のどこかをクリックしてアクティブにし、メインメニ

ューから Functions を選択すると、ドロップダウンサブメニューが表示され、以下の選択肢

が表示されます。“Options, Turn Antenna To Short Path, Turn Antenna To Long Path など”  

次に、View Logbook [ログブックの表示]ウィンドをアクティブにします。メインメニューか

ら機能を選択すると、ログブックの操作に固有の多数の機能がリストされたドロップダウン

サブメニューが表示されます。それぞれのケースでわかるように、メニューはアクティブな

子ウィンドごとに固有です。 

ほとんどの子ウィンドでは、機能メニューとポップアップメニューに同じメニュー項目が含

まれています。これは、ポップアップメニューを開くと、子ウィンドで複数の選択を行うと

選択を変更でことが重要です。 
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2-3-1-2 ポップアップメニュー Pop-up Menu 

ポップアップメニューは非常に重要です！それらはメニューにアクセスするための最

も便利な方法です - 機能やオプションを探しているときは常にポップアップメニューをチ

ェックしてください。 

マウスの右ボタンをクリックしてポップアップメニューをアクティブにします（右クリッ

ク）。 

ほとんどの子ウィンドには、少なくとも 1 つのポップアップメニューがあり、多くの機能や

オプションにアクセスできます。他のウィンドには複数のポップアップメニューが関連付け

られています。表示されるポップアップメニューは、マウスの右ボタンをクリックしたとき

にマウスカーソルが現在位置している場所によって異なります。 

例：マウスカーソルを QSO Entry ウィンド内の任意の場所に置き、マウスボタンで右クリ

ックします。ポップアップメニューが表示され、使用可能なオプションまたは機能が一覧表

示されます。 

ヒント：上記の例を試してみると、いくつかの詳細がすぐには分かりません。まず、QSO 

Entry ウィンドをアクティブにする必要がないことに注目してください。マウスカーソルを

ウィンドに置いて（アクティブであるかどうかにかかわらず）右クリックすると、ポップア

ップメニューが表示されます。 

次に、QSO Entry ウィンド内で、現在選択されている Tab に固有のポップアップメニュー

が表示されます。例：QTH タブを選択し、QSO エントリーウィンドウ内の任意の場所を右

クリックします。ポップアップメニューに表示されるオプションに注意してください。 

Prev.QSO タブを選択し、マウスカーソルをウィンドの上部に置き、右クリックします。同

じポップアップメニューが表示されます。ログ情報を表示している領域のウィンドの下部に

マウスカーソルを移動します。右クリックすると、QSO Entry ウィンドのこのエリアに固有

のオプションの別のメニューが表示されます。 

また、ログブックウィンドウに関連付けられた複数のポップアップ・ウィンドウがありま

す。例：列見出しまたはログの項目を右クリックして、別のポップアップメニューを表示し

ます。 
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2-3-1-3 操作ボタン 

多くのウィンドにはいくつかのボタンのあるツールバーがあり、いくつかのサブ機能にすば

やくアクセスできます。ほとんどのウィンドでは、ボタンはタイトルバーのすぐ下のウィン

ドの上端に沿って配置されています。 QSO Entry ウィンドでは、ボタンはウィンドの下端

にタブの下にあります。 

ヒント：ほとんどの場合、マウスカーソルをツールバーのボタンの上に置くと、ボタン機能

の簡単な説明が表示されます。 

ヒント：メインツールバーの閉じるボタンを使用して、アクティブなウィンドをすべて閉じ

ます。閉じるウィンドがアクティブであることを確認してください。そうしないと、誤って

別のウィンドを閉じることがあります。 

2-3-1-4 キーのショートカット（Keyboard Shortcuts） 

多くの機能には関連するキーボードショートカットがあり、メニューを開くことなく機能に

すばやくアクセスできます。参考までに、メニューの右側にキーボードショートカットが表

示されます。例：メインメニューから View を選択すると、サブメニューが表示され、いく

つかの機能とそのキーボードショートカットが表示されます。Ctrl + A は、Ctrl キーと A キ

ーを同時に押すと QSO Entry ウィンド。 

ヘルプボタン（使用可能な場合）を押すか、F1 キーを押して、ほとんどの機能のヘルプを

表示することができます。いくつかの特定の機能（K1EL WinKeyer ウィンドなど）では、

F1 キーはマクロに使用されるため、ヘルプが無効になっています。この場合、ヘルプボタ

ンを使用してその機能のヘルプを表示することができます。 ヘルプでは必要とする章を読

んでください。 

2-3-2 クイックスタートと設定 

ディスクトップのアイコンをクリックすると SWISSLOG がスタートします。 

2-3-2-1 個人データの設定（コール、QTH など） 

SWISSLOG を初めて起動すると、Callsign、QTH、オペレータ名、UTC と比較した時差、

その他いくつかの詳細がポップアップ・ウィンドウに表示されます。最低限、コールサイン

を入力する必要があります。ただし、この時点で他のフィールドも入力することをお勧めし

ます。詳細は My QTH をご覧ください。 

ヒント：いつでも自分の個人情報や局の詳細を変更することができます。たとえば、別の

QTH を追加するか、夏時間のために UTC と現地時間の時差を変更する必要がある場合で

す。 



30 

 

2-3-3 プログラムの登録 

Help ⇒ About ⇒Register と開き自局のコールを登録する。 

 

Add registration をクリック OK をクリックすると、自局のコールが登録され、ウィンドの

上の部分にコールが表示されます。 

 

 

2-3-4 コールブック データーベースの選択 

QSO Entry ウィンドを初めて開くと、コールサイン情報を取得するために使用するインター

ネットデータベース（CD またはインターネット）を選択するよう求められます。データー

ベースを選択し、必要なオプションを記入し、 "Fields Copy Instructions" タブ（自動コピ

ーオプションもチェックすることを忘れないでください）で、新しい QSO にコピーするフ

ィールドを選択します。 詳細は Callbook Database Support のセクションをお読みください 

2-3-5 QSO-Entry オプションの選択 

この時点で、リアルタイムモードで QSO を入力するか、以前に作成した QSO を追加する

かどうかを決定する必要があります。プログラムが最初にインストールされると、リアルタ

イムモードが有効になります。リアルタイムモードを無効にするには、マウスの右ボタンを

押して[オプション]を選択するか、キーボードショートカット Ctrl + O を使用します。 

ヒント：QSO 入力ウィンド内にマウスカーソルを置き、右クリックしてポップアップメニ

ューを有効にしてください。 [オプション]を選択します。 QSO-Entry オプションの詳細に

ついては、Options をクリックしてください。 
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リアルタイムモードが有効になっていると、QSO の日時が該当するフィールドに自動的に

挿入されます。オプションメニューからログブックに Store UTC を選択すると、時刻は

UTC に基づいています。 Logbook に Store UTC を選択しなかった場合、時間は現地時間が

入力されます。これらの時間はどちらもコンピュータの時計から得られます。正しく設定さ

れていることを確認してください。また、正午よりむしろ真夜中の 00:00 時に日付が変化し

ていることを確認します。 

リアルタイムモードが有効になっていない場合、QSO の時間と日付を手動で入力すること

ができます。これらのフィールドには日時が表示されます。ただし、データを上書きするこ

とはできます。 

ヒント：いくつかの手動入力を行うためにリアルタイムモードを無効にした場合は、終了し

たら手動モードを有効にすることを忘れないでください。 

ヒント：これは、QSO 追加メニューのオプションから選択できる他のオプションのいくつ

かを見直すのに適しています。ログに保存されている時間が UTC に基づいているかローカ

ル時間に基づいているかを選択することができます。受信して送信した信号レポートのデフ

ォルト値を選択することもできます。 

 これで QSO を追加することができます -  QSO の Entry ウィンドは非常に直感的です

が、特定のフィールドとそれらがログにどのように関係しているかについての質問があ

ります。 QSO Entry ウィンドの詳細については、QSO Entry Window をクリックして

ください。また、上の段落で述べたように、さまざまなオプションを確認してくださ

い。 

 QSO のデータを入力してログに保存する場合は、[保存]ボタンをクリックするか、F10

ファンクションキーを押します。 

 別のロギングプログラムがある場合は、以前にログインした QSO を SWISSLOG に転

送することができます。プロセスに関する情報については、”import these QSO’s”をク

リックしてください。 

 いくつかの QSO を入力またはインポートしたら、他の SWISSLOG 機能の探索を開始

することができます。 
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2-3-6 トランシーバの設定 

トランシーバが CAT 制御をサポートしている場合、Swisslog で活用するには、実際にそれ

を設定する必要があります： 

 Swisslog は自動的に QSO Entry ウィンドの周波数とモードフィールドに記入しま

す（リアルタイムで作業する場合）。 

 トランシーバーステータスツールバーまたはトランシーバ制御ウィンドから手動で

QRG /モードを transceptor（トランセプター）に設定することができます。 

 DX メッセージウィンドウで受信した DX スポットからトランシーバを自動的に同

調します（DX メッセージウィンドウのセクションを参照）。 

 Swisslog は、ほとんどのトランシーバへの直接接続をサポートしますが、

OmniRig、DX Lab Commander、Ham Radio de Luxe、TRX Manager などの優れた

プログラム経由に接続もサポートしています。トランシーバのコントロールセクシ

ョンをお読みください。 

ExpertSDR と一緒に使う場合の設定 

SunSDR 又は MB1 との接続 

SunSDR 又は MB1 と接続するには CAT ポートではなく TCI プロトコールを使用します。 

 

Option＝＞Transceiver-Interface と開き 



33 

 

 

Transceiver：に TCI を選択し Start automatically と Show TX status on toolbar にチェック

を入れ Port:に 40001 を設定します。Start をクリックし OK をクリックして設定を完了しま

す。 

SunSDR 又は MB1 側では Option から TCI のアイコンを選択し 

 

Port:はデフォルトの 40001 のままで Enable にチェックを入れ「OK」をクリックします。 

SWISSLOG のメニューバーにある周波数とモードの表示が SunSDR 又は MB1 と同じにな

れば TCI の通信が成功です。 

2-3-7 DX スポットを受け取るための DX クラスタ、Telnet サーバの接続 

インターネットに接続している場合は、Dx Cluster Telnet サーバに接続することをお勧めし

ます。一度設定するだけで、Swisslog は起動するたびに（インターネットに接続されている

場合）、選択された Telnet サーバに自動的に接続します。接続するために Telnet ウィンド

を開いたままにする必要はありません。次の手順を実行します。 

 メインメニューから View | Telnet Control Window を選択します。 
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 [Available Servers（使用可能なサーバ）]タブに移動し、優先する Telnet サーバを

ダブルクリックします。 

 "Start automatically"（自動的に開始する）オプションをチェックし、保存ボタンを

押してからウィンドを閉じます。 

 優先する Telnet を選択したまま、 ボタンを押すと、そのサーバに接続します。 

 接続している[Active Servers]タブをチェックインします 

設定が完了したので Telnet ウィンドを閉じることができます。 

View | DX-Cluster Messages 表示|に移動 Telnet サーバから受信した DX スポットを表示す

る DX-Cluster Messages（DX メッセージウィンドウのセクションを参照）。 

 Telnet Support のセクションを読んで興味深い機能をたくさん見つけてください。 

2-3-8 その他の設定: Setup rotator control（ローテータ制御の設定） 

コンピュータで制御できるロテータシステムがあれば、Swisslog で設定することを強くお勧

めします。 きっと後悔しません！： 

 QSO Entry ウィンドでアンテナを自動的に現在の局の方向に回すことができます 

 DX メッセージウィンドウからアンテナを局方向に回します 

 ボタンまたはショートカットキーを使用して、アンテナをシュートパスまたはロングパ

スに切り替えることができます 

詳細については、Rotor インターフェイスのセクションをお読みください 

 

エレクトロデザイン株式会社では八重洲の GS-232B プロトコールをサポートするローテー

タを制御できるインターフェイス RTC-200 を発売しています。 

2.4 バージョンヒストリー Version  5.97a 08.12.2017 

このバージョンには、以下の修正/強化が含まれています。 

修正済み：非常に重要！ Swisslog は、古い eQSL メソッドを使用して eQSL に QSO をア

ップロードしました。つまり、eQSL で認識されるモードにいくつかのモード変換を実行し

ます。このように Swisslog は、MFSK モードを設定するすべての MFSK サブモード

（MFSK4、MFSK8 など）で QSO をアップロードしました。すべての HELL サブモード



35 

 

（FMHELL、HELL80 など）は HELL としてアップロードされました。すべての

PSK31,63,125 などのモードが PSK としてアップロードされました。モードフィールドにア

ップロードされた場合、eQSL はすべてのサブモードを正しく認識し、モードサブモードの

組み合わせに自動的に変換します。これは、この新しいシナリオに適応するために Swisslog

のソースコードを変更する必要がありました。リアルタイムで QSO をアップロードしたユ

ーザ、またはバージョン 5.97 の PSK、MFSK または HELL サブモード（PSK31、PSK63、

PSK125、FMHELL、MFSK8 など）でログブックをアップロードしたすべてのユーザは、

eQSL アカウントの QSO を確認する必要があります。次のいずれかを実行できます。 

1. eQSL アカウントで手動で各 QSO を編集し、正しいモード/サブモードの組み合わせを

設定する 

2. または、eQSL アカウント（または http://www.eqsl.cc/QSLCard/DeleteBlockLog.cfm の

日付範囲）で手動で各 QSO を削除してください。一度に削除できるのは 1777 QSO だけで

す。この場合、影響を受けたすべての QSO が削除されると、Swisslog の eQSL ステータス

フィールドの内容をクリアする必要があります。 

 表示/ログブックビュー（選択）に移動します。ログブックフォルダ内の“Status Online 

Logbooks”を選択します 

 影響を受けるすべてのモード（PSK31、PSK63 など）のすべての QSO を選択し、

eQSL ステータスフィールドを消去します（eQSL ステータスフィールドの任意の内容

を右クリックし、すべての QSO の編集/変更を選択して空白を設定します）。 

 すべての影響を受けた QSO の eQSL ステータスフィールドの内容をクリアした後、ロ

グブックを Tools / eQSL / Upload ログブックに再度アップロードします。不便のために

ひどいです！ 

 訂正：SSL 接続エラー 

 訂正：LOTW_Sent と eQSL_Sent が HAMQTH にアップロードされていません 

 訂正：JTDX との TCP リンク（QTH ロケータが有効でないエラー） 
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3 データーベース 

3-1 データーベース構造 

SWISSLOG で効率的に作業するには、SWISSLOG データーベースのより重要な概念のいく

つかを理解することが非常に役に立ちます。 （このセクションでは、動作原理の詳細をカ

バーしています。ハムは読むのが好きではないことを承知していますが、時には基礎理論を

理解することが大いに役立ちます。 

Logbook-DB は、SWISSLOG で使用されるメインデータベースです。リレーショナルデー

タベースであり、複数のテーブルがリンクされています。 4 つの最も重要なテーブルが以

下のブロック図に示されています。 

 

上記の 6 つのテーブルは、SWISSLOG の局ログのコアを構成します。これらのテーブルで

QSO がどのように表現されているかを詳しく見ていきましょう。まず、QSO を構成する 3

つの基本要素を分析します。 

 まず、2 人のハム（ハム）がそれぞれ独自のコールサインを持っています 

 次に、これらのハムは 2 つの異なる場所に位置しています。 

 第三に、ハムは彼らとコミュニケーションを確立します。これは QSO です 
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ここで、ログブックデータベース内の SWISSLOG がどのようにこれらの要素を表している

かを見てみましょう。 

 まず、あなたが QSO を行った 2 人のハムの 1 人であると仮定します。したがって、

MyQTH、WCONDS、および Events テーブルに格納されているオペレーティング環境

に関する情報を格納する場所が必要です。 MyQTH テーブルには、あなたとあなたの局

についての詳細が含まれています。あなたのコールサインとあなたの QTH のようなも

のです。 WCONDS テーブルにはあなたの操作条件が含まれており、EVENTS テーブ

ル（該当する場合）にはあなたが働いているコンテストやイベントが含まれています。 

 第二に、QSO の他のハムがあなたの QSO 交信相手です。 SWISSLOG には、交信相手

に関する情報、つまり Callbook と PQTH テーブルが格納されています。この時点で、

交信相手情報を格納するのに 2 つのテーブルが必要な理由と、自分の情報を格納するテ

ーブルが 1 つだけ必要な理由を尋ねることがあります。その理由は明らかかもしれませ

ん -  QSO 交信相手についてのより多くの情報が必要です。あなたはあなた自身につい

ての詳細を知っていて、おそらくログに書き込む必要はありません。 

Callbook テーブルには、コールサインを所有している人に関する情報が含まれていま

す。 SWISSLOG では、コールサインを持つことができる個人以外のエンティティが存

在するため、これを Station と呼びます。局は、それが動作する QTH とは独立して同じ

ままです。各局（コールサイン）には 1 つのエントリしかありません。したがって、コ

ールサインに密接に関連したすべての情報は Callbook テーブルに格納されます。例え

ば： 

 Name - 但し、ゲストが局を操作する可能性があるため、オペレータの名前が異な

る場合があります 

 DIG、DOK、Ten-Ten などのクラブ会員 

 コールサイン所有者についてのコメント 

PQTH テーブルには、交信相手の QTH に関する情報が含まれています。ほとんどのアワー

ドは交信相手局の QTH に基づいているため、これは非常に重要なテーブルです。各局に対

して、いくつかの PQTH エントリが存在し得る。実際には、交信相手局に連絡した QTH ご

とに PQTH エントリが必要です。 
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 連絡先の 3 番目に重要な要素は QSO です。QSO に関する情報はログブックテーブルに

格納されています。ログブックテーブルには、日付、時間、バンド、モード、QRG な

どの QSO に固有のすべての情報が含まれています。 

また、Logbook テーブルは次のエントリにリンクされています。 

 

 運用中の QTH を説明する MyConds テーブル 

 QSO 交信相手の QTH を記述する PQTH テーブル 

 コールサインの所有者を説明する Callbook テーブル 

あなたが理解できるように、QSO に関するすべての情報を検索するには、すべてのテーブ

ルの情報が必要です。リレーショナルデータベースでは、テーブルを結合して特定の QSO

の情報を抽出するのは簡単です。また、異なるテーブルのエントリをリンクする「仮想」テ

ーブル（ビューと呼ばれる）を定義し、それが単一のテーブルであるかのように情報を提示

することも可能です。 SWISSLOG では、定義されたビューが 2 つあり、一般的にはこれら

のビューの 1 つで作業します。 

 QSO  - このビューには、QSO に関連するすべての重要なフィールドが含まれて

います 

 QSLCard  -  QSL カードを印刷するのに必要なすべてのフィールドを含むビュー 

これは少し厄介な、またはこの時点で混乱するように見えるかもしれません - おそらく例

を見れば理解しやすくなります。 

次の例は、私が John、HB9JO と行ったいくつかの QSO を示しています。3 つの異なる

QTH で John と交信しました： 

1. ジュネーブの自宅 QTH 

2. Biel（地名）彼の週末 QTH 

3. そして、彼がフランスにいたとき 

下記の PQTH の表を参照してください。あなたは 3 つのエントリを見ることができます。

それぞれの QTH のエントリが 1 つずつあります。 

私が最初にジョンと交信したとき、彼は彼の名前、Ten-Ten と Dig 番号、局のコメント欄に

入れたいくつかの事実など、ハムであることに関する個人情報を提供しました。この情報は
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同じままであり、別の QTH から操作しても変更されません。したがって、データは

Callbook テーブルに格納されます。 

自分自身、私はまた、別の QTH のから運用します。 MyConds テーブルのエントリを見る

と、4 つの異なる QTH が表示されますが、この例を簡単にするために、私のホーム QTH の

John との QSO がすべてあると仮定します。 

私は色々な色を使って各 QSO を John と彼の別の QTH で指定しています。あなたは、QSO

の 3,4,6、および 7 が、Biel（地名）の週末 QTH から運営されていたときに作られているこ

とがわかります。この QTH に関する情報（Region と QTH-Locator など）は SWISSLOG に

1 回だけ保存されますが、これらの QSO にリンクされています。 

質問：PQTH テーブルに含まれるフィールドを変更するとどうなりますか？ 

回答：この PQTH エントリにリンクされているすべての QSO のフィールドが変更されま

す。したがって、QSO 番号 4 を編集して QTH ロケータ（グリッドロケータ）を JN37OD

から JN36OD に変更すると、QTH ロケータはすべて 4 つの QSO（番号 3,4,6、および 7）

に対して変更されます。 JN37OD。 

このような変更を行うと、SWISSLOG は値を変更するかどうかを尋ねるか、John の新しい

PQTH エントリを作成しますか？したがって、John が QSO 番号 3 の別の QTH でポータブ

ルで動作していて、QSO 4,6、および 7 の QTH ロケータが正しい場合（JN37OD）、QTH

ロケータ値 JN36OD を持つ新しい PQTH を追加する必要があります。 SWISSLOG は QSO

番号 3 と新しいエントリをリンクします。 

これは過度に複雑に見えるかもしれませんが、データが誤ってリンクされないようにしてデ

ーターベースの整合性を維持しながら、さまざまな状況を処理するために必要な柔軟性を提

供します。 
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3-2 新しい Log データーベースの作成 

名前が示すように、この機能を使用すると、新しいログブックデータベースを作成できま

す。 

各 SWISSLOG DB にはいくつかの構成情報が含まれています。 たとえば、QTH、統計情報

定義、情報テーブル、自分で追加したバンドとモードなどすべて 新しいデーターベースを

作成すると、現在の DB から新しい DB にテーブルをコピーできます。 これにより、作成

したカスタマイズをコピーして、多くの時間を節約できます。 

新しいデーターベースを作成するには、メインメニューから File | Create New logbook 

Database を選択します。 

次のダイアログ・ウィンドウが表示されます： 

 

 新しいデーターベースの完全パスと名前を入力します。 このボタンを使用して

ディレクトリを検索し、名前を入力することができます。 

 Continue [続行]ボタンを押します。 

次のダイアログ・ウィンドウが表示されます： 
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これがダイアログボックスで、新しい DB（データベース）にコピーするテーブルを選択で

きます。 

グループごとにテーブルを選択することも、Tables list (テーブルリスト)からテーブルを 1

つずつ選択することもできます。 データの一部は関連テーブルにも格納され、グループご

とに選択すると、すべての関連テーブルがコピーされることが保証されます。 

 

 コピーするグループにマークを付けると、SWISSLOG はテーブルリストから必要

なテーブルをすべて選択します。 

 コピーしたいテーブルを手動で選択することができます。 

 テーブル選択が完了したら、Finish を押すと、DB が作成されます 

3-3 データーベースの保存と再読み込み 

経験豊富な PC ユーザは、ファイルを定期的に保存することが非常に重要であるという事実

を知っています。どのような奇妙な状況が起こるかはわかりません。ハードディスク障害な

どの機器の問題や、今日の環境ではコンピュータウィルスでデータが改造されたり、重要な

ファイルを誤って消去または上書きする可能性があります。いずれにせよ、私たちのほとん

どは、この種の障害を一度は経験したことがあり、ログデータベース全体を失うという心配

は楽しいことではありません。したがって、SWISSLOG には、ログデータベースを保存お

よび復元する特別な機能があります。 
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QSO のレコードを含むログデータベースのほかに、作成したクエリとレポート、および作

成した、または更新したインフォテーブルの入力ファイルを保存することもできます。 

SWISSLOG には、これらの種類のファイルを保存する特別な機能はありません。これらの

ファイルの保存に通常使用するファイルコピー機能を使用するだけです。これらのファイル

は、次のディレクトリにあります。 

 レポート - レポートテンプレート 

 クエリ - ログブック・ビューで使用されるクエリ 

 情報 - 情報テーブルの入力ファイル 

上記のファイルに加えて、Swisslog のメインディレクトリにある Swisslog.ini ファイルの最

新のコピーを保持することもお勧めします。 Swisslog.ini ファイルにはほとんどのプログラ

ム構成設定が含まれていますが、失われた場合には再構築することは不可能ではありません

が、バックアップコピーを取るとプログラムを簡単に再インストールできます。 このファ

イルは、Swisslog オペレーティング環境を変更するたびに変更されます。たとえば、

Swisslog に表示されるウィンドのサイズと位置を定義する詳細がこのファイルに保存されま

す。そのため、オペレーティング環境を変更すると バックアップファイルの更新を検討す

ることもできます。 

ヒント： 

ハードディスク上のすべてのファイルのバックアップコピーを作成することをお勧めします

が、USB Pendrive、CD、またはより優れたファイルなど、別のメディアに 2 番目または 3

番目のコピーを保存することをお勧めします Dropbox、Mega などのクラウドストレージ

は、最も信頼できる方法とメディアを使用します。 しかし、非常に長期間に渡って磁気メ

ディアやデジタルメディアでも読み込みが不可能になり、ストレージフォーマットが古くな

る可能性があることに注意してください。 

3-4 データーベースの格納 

ログデータベースを保存するには： 

メインメニューから  File ¦ Save...  

次のダイアログ・ウィンドウが表示されます： 
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現在開いているデーターベースは自動的に保存用に選択され、保存するファイルの名前が自

動的に提案されます。提案された名前には日付が含まれています。 SWISSLOG は、保存さ

れたログデータベースのバージョンのリストも保持しており、リストに保存されているコメ

ントを追加できます。 

Database（データーベース） 

 Database - 保存するデーターベースの名前。 現在開いていて提案されているデーター

ベースに重複して別のデーターベースを保存する場合は、Search [検索]ボタンを使用し

てデーターベースを探します。 

 Description - 提供されたスペースに、SWISSLOG が保持するリストに保存されるメモ

またはコメントを入力することができます。 データーベースの復元時に知る必要のあ

る情報を入力できます。 

Backup-File（バックアップファイル） 

Name – データーベースを格納するフルパスの格納場所 

ヒント： 

DropBox、Mega などのクラウドストレージを使用している場合は、これらのサービスから

使用する共有フォルダをここで設定することをお勧めします。 これらのサービスは通常、

ハードディスク内の選択した共有フォルダをクラウドと自動的に同期するための同期ソフト

ウェアを提供します。 バックアップファイルとは別に、共有フォルダを Swisslog データー

ベースのデフォルトの場所として使用することをお勧めします。 
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 File type - 単一またはセグメント化されたファイルとして保存するかどうかを選択

します。 

 single を選択すると、データーベースは 1 つのファイルとして格納されます。 1 つ

のファイルのファイル拡張子は LZH です 

 segmented（セグメント化）を選択すると、バックアップファイルが同じサイズの

複数のファイル（セグメント）に分割されます。 単一のファイルが大きすぎて電

子メールで送信できない場合や、ディスケットに格納するには大きすぎる場合は、

このオプションを使用します。 セグメント化を選択すると、セグメントサイズを

指定できます。提供されるセグメントサイズは、標準ディスケットサイズに対応し

ます。 セグメント化ファイルのファイル拡張子は、セグメント番号（001、

002、...）です。 

 

 New file namebotan ボタンは新しいファイル名を付けます。 

 Save ボタンを押して保存プロセスを開始します。 プロセスが完了すると、ファイ

ルが正常に保存されたことを知らせるダイアログ・ウィンドウが表示され、OK ボ

タンを押してから Close ボタンを押します。 

保存されたファイルは自動的に圧縮され、SWISSLOG によって管理されます。 保存された

ファイルは、復元機能を使用して SWISSLOG で簡単に復元できます。 

3-5 データーベースの復元 

格納されたデーターベースから復元するにはデーターベースを File=>Restore と選択しま

す。 

以下のウィンドが表示されます。 
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上部のウィンドで Managed Backup Files のリストを確認し、復元するファイルを選択しま

す。 この機能を開始するには、Restore [復元]ボタンを押します。 ディスケットから復元

する場合は、Backup-File（バックアップファイル）ウィンドを見ると、挿入するディスケ

ットの番号を示す "Segment change xxxxx.001"が表示されます。 

また、SWISSLOG によって管理されていないファイルを復元することもできます。 単に保

存されたファイルのファイル名を入力するか、検索ボタンを使用してファイル名を探しま

す。 

ヒント：  

セグメント化されたファイルの場合、Segmented「セグメント化」を選択することを忘れな

いでください！ 

Managed Backup Files： 

これは、SWISSLOG が管理するバックアップファイルのリストです。リストアするファイ

ルを選択します。 

Target Databasesection of the window： 

 Database（データーベース）- これは保存されたデーターベースの名前です。 た

だし、この名前を変更して、別の名前で保存したデーターベースを復元することも

できます。 

重要な注意： 
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既存のデーターベースを古いデータで上書きしないでください！ 現在のデーターベースを

古いデータで上書きすると、別のバックアップコピーがない限り、現在のデータを復元する

ことはできません。 

これはあなたが深刻なトラブルに遭う可能性のある分野の 1 つです。したがって、慎重に、

やろうとしている事を正確に理解することが非常に重要です。 保存済みのデーターベース

で上書きする前に、既存のデーターベースを適切なバックアップに保存することをお勧めし

ます。 十分でないよりも多くのバックアップを持つほうがよいでしょう。 

 Description -これは DB を保存したときに入力した説明です。 

Backup-File：  

 Name -リストアされるデーターベースのバックアップを含むファイルの絶対パスと

名前。 

 File type – single（単一ファイル）であるか segmented（セグメント化）ファイル

であるかを選択します 

 Single（単一ファイルの場合）ファイル名の拡張子は LZH です。 

segmented（セグメント化）の場合の拡張子にはセグメント番号（001,002,….）で

す。 

Restore ボタンを押して、リストア・プロセスを開始します。 プロセスが完了すると、フ

ァイルが正常に復元されたことを示すダイアログ・ウィンドウが表示され、OK ボタンを押

してから Close（閉じる）ボタンを押します。 

3-6 データーベースモデル 

このセクションでは、Swisslog データーベースモデルの概要と、表でよく使用されるデータ

フィールドの説明を示します。 下記の表は Swisslog で使用されている 4 つの最も重要なデ

ータベーステーブルを表しています。 
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3-6-1 Callbook テーブル 

Callbook テーブルには、各局に関する情報が含まれています。各局またはコールサインに

は、1 つのエントリがあります。 
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3-6-2 Logbook テーブル 

ログブックテーブルには、コールサイン、日付、時刻、シグナルレポートなど、QSO に固

有の情報が含まれています 
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3-6-3 PQTH テーブル 

PQTH テーブル（つまり、相手 QTH）には、連絡先の QTH に関する情報が含まれていま

す。 この局は、異なる QTH で、異なるオペレータと異なる動作条件で動作する可能性があ

るため、この局には複数のエントリがあります。 PQTH には相手 QTH を記述するためのい

くつかのフィールドがあり、DXCC、IOTA、TEN-TEN などの統計を定義するために使用で

きる空白フィールドもあります。 
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3-6-4 MYQTH テーブル 

MyQTH テーブル（My QTH）には、各 QSO を作成したときに操作していた QTH に関する

情報が含まれています。 したがって、MyQTH テーブルには各 QTH のエントリが含まれま

す。 

 

 

6-3-5 WCONDS テーブル 

WConds テーブル（作業条件）には、リグ、出力電力、使用されるアンテナなど、QSO を

作成するために使用した条件に関する情報が含まれています。 WConds テーブルには、作

業条件の各セットのエントリが含まれます。 
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3-6-6 EVENTS テーブル 

EVENTS テーブルには、QSO が行われたときに発生したコンテストまたはその他のイベン

トに関する情報が含まれています。 

 

 

4 QTH の登録(My-QTH) 

My-QTH は、操作環境に関する情報を保存できる場所です。これらは、QTH、使用している

作業条件、コンテストはイベントです。あなたは多くの QTH から運用できます。バンドご

とに異なる機器があるかもしれません。多くのコンテストで運用できます。したがって、デ

ーターベースには多くのエントリが存在する可能性があります。この情報は主に QSL カー
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ドに印刷され、保存され、MyQTH-、WCONDS、EVENTS の 3 つのテーブルに格納されま

す。 

可能な My-QTH エントリの例は次のとおりです： 

 MyQTH テーブルの各 QTH の 1 つまたは複数 

 1 つは WCONDS テーブルで使用する TX / RX 条件の異なる組み合わせ用です 

 EVENT テーブルの各コンテスト/イベントに 1 つずつ 

したがって、QSO のログを開始する前に、これら 3 つのテーブルで適切なエンティティの

組み合わせを選択していることを確認する必要があります。ほとんどは 1 つまたは 2 つの組

み合わせしか持てないので、簡単に行うことができます。 SWISSLOG は最後に使用した組

み合わせを記憶しています。 

選択した組み合わせが QSO Entry ウィンドのタイトルバーに表示されます。 

4-1 QTH の選択と運用形態の設定 

運用形態を選択するには、QSO Entry ウィンドの My QTH ページに移動し、Current QTH、

Current WorkingConditions および Current Event の 3 つのドロップダウンボックスのそれぞ

れで正しいエントリを選択します。 

 

4-2 QTH の追加と編集/ワーキングコンデションとイベントの登録 

My_QTH- / Working Contions-および Event-Entries エントリを追加または変更するには、

QSO エントリーウィンドウを開く必要があります（まだ開いていない場合）。 

 ボタンを押すか、メインメニューから File | Add QSO's を選択します。 

 My QTH ページを選択し、Detail / New ボタンを押します。 

注意：これを初めて行うと、自分の局と場所のウィンドの詳細が自動的に開きます。 
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これにより、次の複数ページのダイアログが開きます。 

 

このダイアログでは、既存の My QTH、Working Condition、Event、および Address エント

リを編集し、新しいエントリを追加できます。 

 既存のエントリを編集するには、正しいページを選択し、左側のリストからエント

リを選択します 

 新しいエントリを追加するには正しいページを選択し、 ボタンを押します 

4-3 My QTH ページの項目の詳細 

List of Own QTHs （QTH のリスト） 

これは定義したすべての QTH のリストです。選択した QTH の詳細が右側のウィンドに

表示されます。マウスまたは矢印キーを使用して QTH を選択します。新しい QTH を追

加するには、 ボタンを押してください。 

QTH-Abbreviation （QTH  - 略語） 

これは QTH の短い名前です。これは一意でなければならず、QTH のエントリと QSO

名（登録 QTH）およびホーム QTH（登録局）の各 QTH のリストに表示されます。複

数の QTH がある可能性があるため、この短い名前は QTH エントリを識別するために必

要です。 QTH  - 省略形は最大 20 文字です。 

LoTW-Station   

このフィールドは編集できません。この QTH に対応する LoTW 局レコードの名前で

す。このフィールドは、LoTW  - ウィンドでのみ編集できます。 

QTH-Description QTH-記述 

これは QSO で運用した QTH の名前で、QSL カードに印刷されます。 

Callsign コールサイン 
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この QTH で使用しているコールサイン。 

Operator オペレータ 

この QTH のオペレータの名前 

QTH Locator and Geo-Coordinates QTH ロケータと地理座標 

QTH ロケータと QTH の地理座標。 

これは SWISSLOG によって次の目的で使用されます。 

 QTH と交信相手の QTH と方位角の間の距離を計算する 

 伝播予測のための 

 QTH を地図上に描く 

QTH-Locator（グリッドロケータ）または経度と緯度のみを入力する必要があります。他の

値が計算されます。 

4-4 Time Diff. to UTC UTC との時差 

QTH ローカル時間と UTC との時差です。 

Address 住所 

ドロップダウン・リストからこの QTH のアドレスを選択します。新しいアドレスが必

要な場合は、Address-Page（アドレス - ページ）に移動して追加します。 

Default Working Conditions and Event （デフォルトの作業条件とイベント） 

これらの 2 つのフィールドは、既存のレポートとの下位互換性を保証します。それらは、古

い MyConds テーブルをシミュレートするために使用されます。 MyConds テーブルには、

同じテーブルに QTH-、作業条件 - イベント情報が含まれていました。この古いテーブルを

シミュレートするために使用する作業条件とイベントを指定します。 

MyConds テーブルに参加する古いレポートがある場合にのみ、これらが必要です。これら

のレポートは、後で互換性の必要がなくなるように、すぐにやり直す必要があります。 
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4-5 運用設備のページ Working Conditions Page 

 

Condition 

これは運用機材の短い名前です。ユニークでなければなりません。この短縮名は、複数

の作業条件エントリを持つ可能性があるため、作業条件エントリを識別するために必要

です。最大 20 文字まで入力できます。 

他のフィールドは説明を必要としません。フィールドの値は主に QSL カードに印刷されま

す。 

4-6 コンテストなどのページ Event / Contest Page 

 

イベントエントリを使用して、イベントの QSO をグループ化することができます。たとえ

ば、コンテストを行う場合、新しいイベントエントリを作成し、これをコンテスト QSO の

現在のイベントとして使用することができます。これは QSO をグループ化します。 QSL

カードを特別なテキストで印刷することができます。また、コンテスト用の QSO だけをダ

ブル QSO チェックすることもできます。 

 

Contest コンテスト 



60 

 

これはイベントの短い名前です（コンテスト、ペディションなど）。ユニークでなけれ

ばなりません。この短い名前は、複数のイベントエントリがある可能性があるため、イ

ベントエントリを識別するために必要です。最大 20 文字まで入力できます。 

Start / End of the Event イベントの開始/終了 

イベントの開始/終了時刻。これは重複チェックに使用されます。つまり、開始時刻と終

了時刻の間に作成された QSO だけが重複をチェックされます。 

Description and Comments 説明とコメント 

QSL カードに印刷したいテキストを覚えておきたいものをここに入れます。 

4-7 住所のページ Address Page   

 

Address-Name アドレス - 名前 

これはアドレスの短い名前です。一意でなければなりません。この短い名前は複数のア

ドレスエントリを持つ可能性があるため、アドレスエントリを識別するために必要で

す。最大 20 文字まで入力できます。 

他のフィールドは説明を必要としません。 

 

4-8  QTH の編集 QTH とワーキングコンデションの選択 

作業条件を選択するには、QSO Entry ウィンドの My QTH ページに移動し、Current QTH、

Current WorkingConditions および Current Event の 3 つのドロップダウンボックスのそれぞ

れで正しいエントリを選択します。 
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4-9 QTH とワーキングコンデションの追加と編集 

My_QTH- / Working Contions-および Event-Entries エントリを追加または変更するには、

QSO エントリーウィンドウを開く必要があります（まだ開いていない場合）。 

 ボタンを押すか、メインメニューから File | Add QSO's を選択します。 

 My QTH ページを選択し、Detail / New ボタンを押します。 

注意：これを初めて行うと、自分の局と場所のウィンドの詳細が自動的に開きます。 

これにより、次の複数ページのダイアログが開きます。 

 

このダイアログでは、既存の My QTH、Working Condition、Event、および Address エント

リを編集し、新しいエントリを追加できます。 

 既存のエントリを編集するには、正しいページを選択し、左側のリストからエントリを

選択します 

 新しいエントリを追加するには正しいページを選択し、 ボタンを押します。 
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4-10 MyQTH ページのフィールドの詳細  

List of Own QTHs 

これは定義したすべての QTH のリストです。 選択した QTH の詳細が右側のウィンド

に表示されます。 マウスまたは矢印キーを使用して QTH を選択します。 新しい QTH

を追加するには、 ボタンを押してください。 

QTH-Abbreviation 

これは QTH の短い名前です。 これは一意でなければならず、QTH のエントリと QSO

名（登録 QTH）およびホーム QTH（登録局）の各 QTH のリストに表示されます。 複

数の QTH がある可能性があるため、この短い名前は QTH エントリを識別するために必

要です。 QTH - 省略形は最大 20 文字です。 

LoTW-Station 

このフィールドは編集できません。 この QTH に対応する LoTW 局レコードの名前で

す。 このフィールドは、LoTW - ウィンドでのみ編集できます。 

QTH-Description 

この QSO を行った QTH の名前で、QSL カードに印刷されます。 

Callsign 

この QTH で使うコールサイン。 

Operator 

この QTH で使うオペレータ名。 

QTH Locator and Geo-Coordinates 

QTH のロケータと QTH の地理座標。 

これは SWISSLOG によって次の目的で使用されます。 

 QTH と相手 QTH と方位角の間の距離を計算する 

 伝播予測のための 

 QTH を地図上に描く 
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QTH-Locator または経度と緯度のみを入力する必要があります。 他の値が計算されま

す。 

5 QSO Entry Window - QTH Page （QSO の登録） 

QSO Entry Window エントリ

ーウィンドウは 3 つのパー

トに分かれていて、複数の

ページを含んでいます。 

Common Fields：上部のフ

ィールドには、すべてのペ

ージに共通する必須の QSO

フィールドが含まれていま

す。 

 

Optional Fields オプションのフィールド：オプションで有効化 

QSO Entry Pages (エントリーページ)：このページにはさまざまなページが含まれていま

す。下端のタブを押してページを変更します。 

QTH ページには、交信相手 QTH に関するフィールドが含まれています。それほど重要でな

いその他のフィールドは他のページに配置されます。 

ショートカット：フィールドをクリックすると、下のウィンドまたはページタブにヘルプテ

キストが表示され、別のページが表示されます。 

5-1 QSO-Entry Window の各フィールド 

 

5-1-1 Callsign  

HB9BJS / OE9 のような拡張機能を備えた相手局のコールサインの場合。 SWISSLOG がコ

ールサインに / を使えないので代わり*にコールサインの前にアスタリスクを付けること

ができます 

例：KH5K * N9NS または* N9NS ＼ KH5K 
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SWISSLOG は上記のコールサインを N9NS として解釈します。 

コールサインフィールドはログブックテーブルに格納されます。エクステンションのないコ

ールサインは、Callbook-Table に Station-Record を作成するために使用されます。 

QSO-Entry オプションダイアログからオプションを選択することにより、局との最初の接触

時に Callsign が別の色で表示されるように指定できます。 

パイルアップやコンテストでロギングプロセスをスピードアップするには、次の点に注意し

てください。 

 カンマ（、）またはドット（。）キーを入力する Swisslog は自動的に "/ P"と入力

します。再度カンマまたはドット "/ P"を入力すると削除されます。 

 ダッシュ（ - ）をタイプする Swisslog は "/"を入力します 

 

5-1-2 Operator  

相手局を操作したオペレータの名前。 

重要：オペレータの名前とコールサインを所有している人の名前との違いを理解することが

重要です。 

SWISSLOG は 2 つの名前フィールドを保持しています: 

1. オペレータの名前。これは、QSO が行われたときに局を運用していた人物の名前で

す。これは必ずしもコールサインの所有者ではありません。演算子名は、Logbook テー

ブルの L_Operator フィールドに格納されます。 

2. コールサイン（局を所有している人の名前。この名前は Logbook テーブルのフィー

ルド C_OP_Name に格納されます。 

 オペレーターフィールドで名前を変えた場合： 

 入力した名前は L_Operator に保存されます。つまり、クラブのコールサ

インを使用しているクラブのメンバーや DX ペディションで同じコールサ

インを使用している別のオペレータなど、各 QSO に異なるオペレータ名

を付けることができます。 

 フィールド C_OP_Name が空の場合、入力した名前は C_OP_Name にコ

ールサイン所有者の名前として格納されます。 
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 コールサイン所有者の名前を変更したい場合は、QSO Entry ウィンドの Station タ

ブで名前フィールドを変更する必要があります。 

名前を見ているときには、2 つの "名前"を区別することを忘れないでください。通常は、コ

ールサイン所有者の名前を表示する必要があります。局の運営者に関心がある場合は、両方

の名前欄（コールブックに名前があり、ログブックにオペレータの名前）が表示されていな

ければなりません。 

5-1-3 QTH 

QSO 交信相手の QTH の名前。このフィールドは PQTH テーブルに格納されます。 

交信相手は複数の QTH を持つことができます。このフィールドでは、既存の QTH の 1 つ

を選択できます。局が新しい QTH から作動する場合は、新しい QTH の名前を入力すること

ができます。 SWISSLOG は新しい交信相手 QTH エントリを作成するかどうかを尋ねま

す。 QTH-Name フィールドも参照してください。 

5-1-4 モード Mode 

QSO のモード。矢印をクリックしてリストを開き、モードを選択します。リグがコンピュ

ータに接続されている場合、モードはリグから読み込まれ、自動的に設定されます。正しい

モードが選択されていることを確認してください。例：RTTY に連絡先を作成し、LSB で

AFSK を使用している場合は、メニューから RTTY を選択する必要があります。そうしない

と、QSO が LSB に記録されます。 

特定のモードがリストにない場合は、メインメニューから Edit ¦ Add / Edit Modes を選択し

て追加する必要があります。 

5-1-5 バンド Band 

この QSO のためのバンド。 矢印をクリックしてリストを選択し、バンドを選択します。 

このフィールドは自動的に入力されます。 

特定のバンドがリストにない場合は、メインメニューから Edit | Add / Edit Band を選択して

バンドを追加できます。 

5-1-6 周波数 QRG 

この QSO の周波数。 QRG は自動的に設定されます。 エントリがない場合、値が設定さ

れます。 リアルタイムモードになっている場合、QRG はリグから自動的に読み込まれま

す。 
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5-1-7 受信 RST RSTR  

相手局から送られたレポート。 これは、RST と、例えば HB9 コンテスト局 Gallen からの

597SG のような英数字の拡張子を含んでいます。 RST 番号（相手局からのシリアル番号な

ど）を受信した場合は、RSTR-No フィールドに格納する必要があります。 これは RSTR

フィールドに「接着」されているフィールド。 

5-1-8 送信レポートとコンテストナンバー RSTS-Nr 

相手局に送るコンテストナンバー。 この番号とフィールドを実際のシグナルレポートと混

同しないでください。これは通常シリアル番号で、主にコンテスト中の QSO 番号付けに使

用されます。 コンテストナンバーを自動的に増やすには、"Increment the RST-Send 

number automatically"「RST を自動的に送信する」をオンにします。 QSO 入力ウィンドの

オプションを参照してください。 

レポートの一部である英数字の拡張子は、RSTS フィールドに入力する必要があり、RSTS

フィールドには入力しないでください。 フィールド。 

5-1-9 シーケンス番号 Seq.Nr 

ログブックにある QSO の番号です。 自動的に割り当てられますが、変更することができま

す。 SWISSLOG には、シーケンス番号を再計算する機能があります。 QSO は、QSO-

Date / Time の順序で再配列されます。 メインメニューから Tools ¦ Re-Sequence QSO's

を選択します。 

5-1-10 グリッドロケータ QTH-Locator 

QTH - 相手局のロケータ。 すでに経度と緯度を入力している場合は、フィールドをダブル

クリックして QTH-Locator を計算します。 緯度と経度のフィールドがまだ空の場合は、

QTH ロケータの後に計算されます。 2 文字（例：JO）、4 文字（例：JO20）または 6 文字

（例：JO20KX）を入力できます。 

 

5-1-11 交信開始時間 Start 

 

QSO の開始時刻。 このフィールドは、QSO-Entry オプションダイアログのリアルタイム

QSO-Entry の設定に依存します。 

 

リアルタイム QSO-Entry オプションが ON の場合： 
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 開始時間は自動的に初期化され、コンピュータ時間に基づいています。 

 現地時間または UTC 時間を使用して初期化される時間。 「QSO-Entry」オプションダ

イアログの”Store UTC Time in Logbook”（ Logbook に UTC 時刻を格納する）も参照

してください。 

 F8 キーを押すか、開始時刻フィールドをダブルクリックして、開始時刻を現在の時刻

に更新することができます。 

Real-time QSO-Entry オプションが OFF の場合： 

 開始時間は手動で入力することができます。 

 終了フィールドが終了時間を含む場合、開始時間は終了時間+ 1 分で初期化されます。 

5-1-12 交信終了時間 End 

QSO の終了時刻。 このフィールドは、QSO-Entry オプションダイアログのリアルタイム

QSO-Entry の設定に依存します。 

リアルタイム QSO-Entry オプションが ON の場合： 

 終了時間は自動的に設定され、コンピュータの時間に基づいています。 

 現地時間または UTC 時間を使用して初期化される時間。 「QSO-Entry」オプショ

ンダイアログの”Store UTC Time in Logbook”（ Logbook に UTC 時刻を格納す

る）も参照してください。 

 End の欄をダブルクリックして時間を止める事もできます。 

Real-time QSO-Entry オプションが OFF の場合： 

 開始時間に開始時間が含まれる場合、終了時間は開始時間+ 1 分で初期化されま

す。 

 終了時間は手動で入力することができます。 

 

5-1-13 日付け Date 

QSO の日付 このフィールドは、QSO-Entry オプションダイアログの Real-time QSO-Entry 

の設定に依存します。 
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Real-time QSO-Entry オプションが ON の場合、日付はコンピュータの日付に基づいて自動

的に初期化されます。 コンピュータの AM / PM 設定が正しいことを確認してください。そ

うしないと、深夜ではなく正午に日付が変わることがあります。 

Real-time QSO-Entry オプションが OFF の場合、日付を手動で設定できます。 カレンダー

を表示するには、日付フィールドの右側にある小さいカレンダーのアイコンを押します。 

 

5-1-14 伝搬モード Spec-Mode 

このフィールドは、[QSO-Entry]オプションダイアログで”Show special - modes and satellite 

fields “[特殊モードと衛星の表示]フィールドが設定されている場合にのみ表示されます。 

このフィールドは、元々はサテライトモードと呼ばれていました。 ただし、特殊モードま

たは伝播表記を格納するために使用できます。 したがって、Special-Mode と改名されまし

た。 このフィールドは、依然としてデーターベース内の Sat-Mode という名前になってい

ます。 

リストから特殊モードを選択するか、新しい特殊モードを挿入します。 モードはファイル

SatModes.TXT に格納されます。 

5-1-15 衛星名 Satellite –Name 

このフィールドは、[QSO-Entry]オプションダイアログで”Show special - modes and satellite 

fields “ [特殊モードと衛星の表示]フィールドが設定されている場合にのみ表示されます。 

リストから Satellite-Name を選択するか、新しい Satellite-Name を挿入します。 名前はフ

ァイル SatNames.TXT に格納されます。 

5-1-16 QTH-Name 

交信相手は、複数の QTH から運用する事があります。 QSO ごとに、相手局の QTH エント

リが作成されます（SWISSLOG データーベースの説明を参照）。 

QTH-Name フィールドは Partner-QTH-Entry に割り当てられた短い名前で、名前は一意で

なければなりません。 SWISSLOG は、新しい QTH エントリを作成する必要があることを

検出すると、自動的に QTH-Name 名を割り当てます。あなたは欲しいかどうか尋ねられま

す。たとえば、自宅で HB9BJS を運用している場合、その項目は HomeQTH（最初の QSO

のデフォルト名）になります。あなたが HB0 / HB9BJS として運用したら、SWISSLOG は

名前として HB0 を提案します。 
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ログには、同じ QTH にある沢山の局の QSO が含まれています。その場合、すべての QSO

には 1 つの Partner-QTH-Entry が存在します。あなたがこの QSO で作られた QSO の値を

変更した場合。たとえば、DOK を変更すると、すべての QSO に対して DOK が変更されま

す。したがって、現在の QSO の DOK を変更する場合は、新しい Partner-QTH-Entry を追

加する必要があります。 QTH-Name フィールドに新しい名前でこれを行うことができま

す。 

5-1-17 カントリー Country 

相手局の運用している DXCC-Country の名前。（注：エンティティーの事） 

これは情報専用フィールドです（編集できません）。  

5-1-18 DXCC 

相手局の DXCC。 新しい QTH については、この情報は国別テーブルから得られます。 場

合によっては、あいまいなコールサインから DXCC を判別できない可能性があります。 そ

のような場合は、DXCC のリストが表示され、そこから正しいものを選択する必要がありま

す。 たとえば、3D2AS コールを取得しようとすると、DXCC フィールドの内容がわかりま

す。 

DXCC を上書きすることもできます。 Ctrl-I を使用して DXCC のリストを取得します（こ

の機能の場合、DXCC Info-Table はこのフィールドにリンクする必要があります）。 

このフィールドは情報テーブルに関連付けることができます。 ダブルクリックするか Ctrl + 

I を押して表を表示します。 

5-1-19 地域 Region 

このフィールドには Region が表示されます。 例えば、フィールドには以下が含まれます。 

米国 州または日本の府県、 このフィールドに基づく統計がある場合、フィールドの名前は

定義の名前に変更されます。 たとえば、「K5WW」と記録すると、地域フィールドの前に

ある「地域」というラベルが「州」に変わり、米国を選択できます。 州。 

このフィールドは情報テーブルに関連付けることができます。 ダブルクリックするか Ctrl + 

I を押してテーブルを表示し、正しい情報を選択します。 

5-1-20 大陸 Continent 

相手局の大陸 このフィールドの内容は、DXCC 情報テーブルの情報から決定されます。 こ

のフィールドには自動的に値が入力されます。 ただし、何らかの理由でこの情報が正しく

ない場合は、ドロップダウンメニューを使用して大陸を変更することができます。 
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5-1-21 Sub-Reagion 

このフィールドには、次のいずれかを含めることができます。 州、米国 郡、DOK、WAB

広場、JCC など このフィールドに基づく統計がある場合、フィールド名は定義名に変更さ

れます。 たとえば、「K5WW」と記録すると、サブリージョンフィールドの前にある”Sub-

Reg”というラベルが”County”（郡）に変わり、適切な米国の郡を選択できます。 

このフィールドは情報テーブルに関連付けることができます。 ダブルクリックするか Ctrl + 

I を押してテーブルを表示し、正しい情報を選択します。 

ヒント：米国には 3,000 以上の郡があります。 米国にログインした場合 州を選択すると、

Sub-Region フィールドで郡が選択され、郡名が取得されます。 しかし、3,000 以上の郡を

ブラウズするのには時間がかかります！ 

郡を選択するには、Sub-Region フィール

ドで状態の略語を実行してから、フィー

ルドをダブルクリックするか Ctrl + I を押

す必要があります。 Swisslog は郡のリス

トを開きますが、今度はあなたが望む州

の最初の郡に直接ジャンプします。 

例：K5WW を使用している場合は、地域フィールド（米国の州の州）に移動し、州の

「TX」を入力または選択することができます。 その後、Sub-Region フィールド（米国の

州の郡）に移動し、「TX」と入力して Sub-Region フィールドをダブルクリックすると、

Swisslog が Texas の郡に直接行くのがわかります。 これは非常に長いリストをスクロール

するのではなく、多くの時間を節約します！ 

同じ結果を表示する別のヒント：ダブルクリック（または Ctrl + I）して、米国の州の 2 文

字を入力することもできます 情報テーブルの検索フィールドには、州の省略形が表示され

ます。 

5-1-22 距離 Distance 

ショートパスとロングパス（LP）で自局 QTH から相手局の QTH までの距離。 距離は、コ

ールブック CD に基づいているか、自分で入力した距離に基づいています。 

5-1-23 方位 Azimuth 

相手局までのショートパスの方位角とロングパスの方位各。 方位角計算は QTH に基づいて

います。 
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5-1-24 時差 Time diff 

自局と QSO の相手局の QTH で UTC との時差。 この値は、カントリー・テーブルまたは

Callbook-CD から取得されます。 

5-1-25 IOTA 

島から運用している相手局の IOTA 番号。 IOTA-Statistics をインストールしている場合

は、IOTA 番号を選択するための情報テーブルが用意されています。 Ctrl + I を押すか、フ

ィールドをダブルクリックして情報テーブルを表示し、適切な IOTA 番号を選択します。 

5-1-26 ITU 

QSO 相手局の QTH の ITU ゾーン。 このフィールドは、通常、国別テーブルから初期化さ

れます。 

一部の国では、ITU ゾーンを正しく決定することは必ずしも可能ではありません（たとえ

ば、米国）。 したがって、この値の有効性をチェックする必要があります。 

5-1-27 WAE 

Worked-All-Europe 欧州全域の交信。 可能であれば、このフィールドは国別テーブルから

初期化されます。 Ctrl + I を押すか、フィールドをダブルクリックして情報テーブルを表示

し、必要に応じて正しい WAE 指定子を選択します。 

5-1-28 WAZ 

WAZ フィールドに入力します。 可能であれば、このフィールドは国別テーブルから初期化

されます。 

5-1-29 WPX 

WPX は World-Wide-Prefix です。 この情報のみです。 （編集はできません） 

5-1-30 経度 Longitude 

QSO 相手局の経度。 小数点（10 進法で入力） 

5-1-31 緯度 Latitude 

QSO 相手局の緯度。 小数点（10 進法で入力） 南緯は負の数字で入力。 

5-1-32 Special 

特別なフィールドには、任意の値を含めることができます。 ログブックテーブルには QSO

が格納されています。 あなたは、すべての QSO が（同じ局であっても）異なった方法で、

あるいはあなたが選んだ他の目的でカウントする統計に使用することができます。 
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それを一貫して使用することは非常に重要です！ そうしないと、意味のある統計を作るこ

とができなくなります。 

5-1-33 Diploma 1-15 

11〜15 の 5 つのフィールドは、必要な情報に使用できます。 特別なコンテスト、ディプロ

マ/アワード、イベントに使用します。 これらのフィールドを使用する前に これらのフィ

ールドには、意味のあるレポートと統計を作成するための一貫した情報が含まれていなけれ

ばなりません。 アワードの QSO を管理する方法も参照してください。 

これらのフィールドのいずれかに基づく統計定義がある場合は、フィールドの名前。 統計

の定義を参照してください。 

これらのフィールドは、情報テーブルに関連付けることができます。 ダブルクリックする

か Ctrl + I を押してテーブルを表示し、正しい情報を選択します。 

5-1-34 QSL マネージャ QSL-Manager 

これは現在の QSO の QSL マネージャです。 QSO ごとに異なる場合があります。 

 検索ボタン。 このボタンを押すと、QSL-Manager の検索ウィンドが開き、現在交信中

の QSL-Manager が検索されます（Callbook CD またはインターネットデータベースのいず

れか）。 現在の局に複数の QSL マネージャがある場合（たとえば、異なる時間）、QSL-

Manager Search ウィンドで正しいものを選択する必要があります。 

5-1-35 不完全な QSO QSO Incomplete 

このフィールドは、チェックボックスをクリックすると QSO 不完全をマークします。 

QSO が不完全とマークされている場合、統計はカウントされません。 QSO は、フィール

ドを 0 に設定した QSO をフィルタリングまたは選択するだけで、レポートから取得しま

す。 
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5-2 QSO Entry Window - Station Page 

局ページには、Callsign 

Owner に関する情報が含

まれています。 

ログデータベースには、

各コールごとに 1 つのエ

ントリがあります。 

コールサイン所有者につ

いてのメモを作成する場

合は、このページの

Comments [コメント]フ

ィールドにメモを記入する必要があります。 このフィールドはあなたが作ったもので、こ

の局で作る QSO にリンクしています。 

また、Name、Home-QTH、QSL-Manager のデフォルト値も含まれています。 新しい

QSO はこれらの値で初期化されます。 

次のページに表示するフィールドをクリックしてくださいヘルプメッセージがウィンドの中

もしくは別のページに表示されます。 

 

5-3 QSO エントリ、局のページ Fields of the QSO-Entry Station Page 

5-3-1 コールサイン Callsign Field 

これは現在の QSO 相手局の自宅 Callsign です。 これは、すべての追加情報が削除されて

いる QSO に使用されたコールと異なる場合があります。 

5-3-2 名前 Name Field 

Callsign（局）所有者の名前。 これは必ずしも局を運用する人と同じではありません（オペ

レータ）。 名前とオペレータの違いについては、オペレーターフィールドを参照してくだ

さい。 

5-3-3 ホーム QTH Home-QTH Field 

これは現在の局の家の QTH の名前です。 この QTH は新しい QSO に割り当てられ、その

QTH は'default' QTH です。 
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SWISSLOG は最初の QSO の QTH を HomeQTH として使用します。 局の入力 QTH のい

ずれかを Home-QTH として選択することができます。 

5-3-4 QSL マネージャ QSL-Manager Field 

これがデフォルトの QSL-Manager です。 QSL マネージャは各 QSO に格納されているた

めです。 QSL マネージャは QSO の QSL マネージャです。この QSL マネージャは QSO レ

コードにコピーされます。 

5-3-5  コメント/アドレス Comments / Address tabs 

 Address タブ：相手局のアドレスフィールド。 この情報は、Callbook CD または選択し

たインターネットデータベース（QRZ、QRZCQ、HAMQTH、HAMCALL）から自動的

に取得されます。 

 Comments タブ：この局と QSO を開始したときにコメントとして使用したい情報はこ

こに入力してください。 URL と MailTo：はコメントフィールドで認識されます。 

URL または電子メールアドレスをクリックすると、対応するプログラムが開きます。 

たとえば： 

www.swisslogforwindows.com が Swisslog のホームページを開きます。 

MailTo：support@swisslogforwindows.com は Swisslog 宛のメッセージをメールプログラム

に送信します。 注：電子メールアドレスの前に mailto：または MailTo：（大文字または小

文字のどちらでもかまいません）を付ける必要があります。 

5-3-6 特別フィールド Special 1-20 Fields 

任意の情報の一般的な格納のためのフィールド。 レポートと統計情報を作成する。 Ten-

Ten、DIG などのクラブ会員番号を入力できます。 How to Manage QSO's for and Award も

参照。 （QSO の管理方法とアワード） 
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5-4 QSO 登録 前の交信 QSO Entry Window - Previous QSO Page 

Previous QSO Page で

は、現在の局で以前の

QSO が表示されます。 

以下の機能が利用できま

す。 

 リストから QSO を

編集または削除する 

 ポップアップメニュ

ーには以下の機能が

あります（グリッド

内でマウスの右ボタンを押してください） 

注： 

フィールドをクリックすると、ウィンドにヘルプページが表示

されます。 

5-5 Fields of the QSO-Entry Prev. QSOs Page 

5-5-1 List of Previous QSO's 

以前この局と交信したすべての QSO のリスト。 

ポップアップメニューのレイアウトにフィールドを選択して配置します。 

5-5-2 Edit Button 

Edit ボタンを押すとリスト中の現在選択している QSO を編集できます。 

5-5-3 Delete Button 

Delete ボタンを押すとリスト中の現在選択している QSO を消去できます。 

5-5-4 Show Memo Button 

以前この局との全ての QSO のリスト。 

ポップアップメニューのレイアウトにフィールドを選択して配置します。 
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5-6 QSO Entry Window - QSL-Information Page 

 

このページでは、

QSL 情報が表示さ

れます。 

QSL-情報グリッド

では、現在の局の

バンドとモードに

よる QSL ステータ

スが表示されま

す。 

R =QSL カード受

け取り 

S = QSL カード発送 

QSL アクションを設定または変更できます。 QSL-Action は、QSL ルールに基づいて計算

できます。 ここでは、QSL-Rules（ルール）によって設定された QSL-Action（アクショ

ン）を上書きすることができます。 

Search QSL Manager を使用すると、ローカル（CD）およびインターネット QSL-Manager-

databases の QSL マネージャ情報を検索できます 

フィールドをクリックすると、ウィンドにヘルプページが表示されます。 

5-7 Fields of the QSO-Entry QSL- Info Page 

5-7-1 QSL-Action Field 

この QSO のための QSL-Action。 新しい QSO の場合、QSL-Action アクションは QSL ルー

ルに基づいて自動的に割り当てられます。 QSL ポリシーの定義方法については、QSL-

Rules を参照してください。 

QSL カードから QSL カードへ 独自の QSL-Action を定義することができます。 しかし、

一貫してください。 QSO-Entry ウィンドのオプションダイアログで、使用するアクション

を計画して明示的に定義する方がよい。 

5-7-2 QSL-Manager 

現在の QSO の QSL マネージャ。 
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5-7-3 QSL-sent Field 

QSL-send インジケータと、QSL カードを送った日付。 QSL カードを送った場合は、この

フィールドにチェックを入れます。 

現在の QSO がすでに DB に保存されている場合（QSO を編集している場合）、ここから

Ctrl-Q を押して QSL カードを印刷できます 

5-7-4 QSL-received Field 

QSL 受け取りのチェックおよび QSL カードを受け取った日付。 すでに QSL カードをお持

ちの場合は、このフィールドにチェックを入れてください。 

現在の QSO がすでに DB に保存されている場合（QSO を編集している場合）、ここから

Ctrl-Q を押して QSL カードを印刷できます 

5-7-5 LOTW QSL Status 

LOTW ステータスを維持するためのフィールド。 これらのフィールドは、通常、LOTW サ

ポート機能によって更新されます。 これらのフィールドを使用して、必要な修正を加える

ことができます。 

5-7-6 eQSL Status 

eQSL ステータスを維持するためのフィールド。 これらのフィールドは、通常、eQSL サポ

ート機能によって更新されます。 これらのフィールドを使用して、必要な修正を加えるこ

とができます。 （eQSL サポートはすぐに追加されます） 

5-7-7 QSL-Information 

QSL-Information グリッドは QSL のバンド別、モード別のステータスを表示します。 

  R = 'QSL カード受け取り' 

  S = 'QSL カード発送'  

5-7-8 Search QSL-Manager Button 

QSL-Manager ボタンは QSL-Manager データーベースから現在の局の QSL-Manager を開き

ます。 
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5-8 QSO Entry Window - Note Page 

ノートページには、

現在の QSO のノー

トフィールドが含ま

れています 

これらのノートは

QSO に保存されま

す。相手局の使用し

ているリグとアンテ

ナ、天気予報など、

QSO をメモする必

要があります。 コ

ールサインについて

メモしたい場合は、フィールドでこれを行う必要があります。 

5-9 Fields of the QSO-Entry Note Page 

5-9-1 Note Field 

コメント/ QSO に関する注意。 すべてのコメントを書きます。 

局のコメント欄に入力する必要があるコメントと注釈。 

URL と MailTo：はコメントフィールドで認識されます。 URL または電子メールアドレス

をクリックすると、対応するプログラムが開きます。 

例として： 

www.swisslogforwindows.com が Swisslog のホームページを開きます。 

MailTo：support@swisslogforwindows.com があなたのメールアドレスをスイスログ宛ての

メッセージと共に開きます。─注意：電子メールアドレスの前に mailto：または MailTo：

（大文字または小文字のどちらでもかまいません）を付ける必要があります。 
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5-10 QSO Entry Window - My QTH Page 

このページでは、現在

のオペレーティング環

境を定義します。 これ

には、 あなたの QTH、

使用しているリグ、ア

ンテナ、およびあなた

が参加しているコンテ

ストまたはイベントが

含まれます。 

ドロップダウン・リス

トを使用して、正しいエントリを選択します。 選択がウィンドウタイトルに表示されま

す。 

Details / New ボタンを押すと、新しいエントリを追加したり、既存のエントリを編集したり

することができます。 

詳細は My-QTH を参照してください。 

5-11 Fields of the QSO-Entry My QTH Page 

5-11-1 Current QTH Field 

現在の QTH の名前 - 矢印を押して、現在の QTH を選択し、ドロップダウン・リストから

QTH を選択します。 

5-11-2 Current Working Conditions 

現在のワーキングコンデションの名前 - 矢印を押してドロップダウン・リストから作業条

件を選択して、現在のワーキングコンデションを選択します。 

5-11-3 Current Event 

現在のイベントの名前 - 矢印を押してドロップダウン・リストから選択して、現在のイベ

ントを選択します。 

5-11-4 Details / New Button 

このボタンを押すと、QTH の詳細ビューが表示されます。 このビューでは、QTH を追加、

編集、および削除できます。 

詳細は、QTH と条件の詳細を参照してください。 
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5-11-5 Detail Information 

この領域には、選択したレコードの詳細が表示されます。 

5-12 QSO Entry Window - CD-コールブック Page 

CD-Callbook ページには、

Callbook DB から交信相手

に関する情報が表示されま

す。 

SWISSLOG は、インター

ネット上の複数のローカル

コールバックデータベース

とデーターベースをスキャ

ンできます。 CD-

Callbook-Options で、スキ

ャンの実行方法を定義することができます。 新しい QSO にコピーするフィールドを定義す

ることもできます。 

コピーボタンを使用すると、コピー機能を強制できます。 コピーボタンを押します。 すべ

てのコピーをすべてコピーします。 

停止ボタンの右側にソースデータベースが表示されます。 

5-13 Fields of the QSO-Entry CD-Callbook Page 

5-13 1 Copy Button 

CD-Callbook /インターネットデータベースのフィールドを QSO にコピーします。 

データは今コピーされます。 既存のエントリは置き換えられません。 

5-13-2 Copy all Button 

CD-Callbook /インターネットデータベースのすべてのフィールドを QSO にコピーします。 

すべてのフィールドがコピーされ、既存の値は上書きされます 

5-13-3 Stop Button 

このボタンを押すと、CD-Callbook /インターネットデータベースへのアクセスを停止しま

す。 
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5-13-4 Fields 

これは CD-Callbook / Internet データーベースから読み取られたフィールドです。 

5-13-5 Source Database 

これは Callsign の名前です。 SWISSLOG はいくつかのデーターベースを検索できます。 

データーベース内で呼び出しが検出されると、そこで検索が停止します。 

5-14 QSO Entry Window – 新しい QSO Page 

New QSO Page には、開始

日と終了日の間に作成した新

しい QSO が表示されます。 

デフォルトでは、これらは現

在の日の QSO です。 カレ

ンダーをクリックして希望の

日付範囲を選択して QSO を

実行します。 

 

以下の機能が利用できます。 

 

 リストから QSO を編集または削除する 

 ポップアップメニューには以下の機能があります（グリッド内でマウスの右ボタンを押

してください） 

フィールドをクリックすると、ウィンドにヘルプページが表示されます。 

 

5-15 Fields of the QSO-Entry New QSOs Page 

5-15-1 List of new QSO's 

「from」と「to」の間に入力したすべての QSO のリスト。 
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5-15-2 Edit Button 

このボタンを押すと、現在リスト内で選択されている QSO を編集します。 

5-15-3 Delete Button 

このボタンを押すと、現在リストで選択されている QSO が削除されます。 

5-15-4 Show Memo Button 

現在選択されている QSO の Comment-Field の内容を別のウィンドに表示します。 

5-15-5 QSO from Date 

リストに表示される最初の QSO の日付。 

5-15-6 QSO to Date 

リストに表示される最後の QSO の日付。 

5-16 QSO Entry Window - Variable Statistic Page  

Variable Statistic Page(変数統計ページ)には、Variable Statistics の入力フィールドが含まれ

ています。 

 

Variable Statistics では、新しいフィールドを追加できます。 SWISSLOG は、統計のため

の限られた数の標準フィールドしか提供しません。空きフィールドがもうない場合は、変数

統計を追加できます。 Variable Statistics は 1 つの新しいフィールドを追加します。 
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Variable Statistics を情報テーブルに関連付けることができます。 これにより、統計値の一

貫した入力が保証されます。 

 

注：フィールドをクリックすると、下のウィンドまたはページタブにヘルプテキストが表示

され、他のページが表示されます 

5-17 Fields of the QSO-Entry Variable Statistic Page 

5-17-1 統計 Statistic 

現在の QSO の各統計に割り当てられた値を持つすべての変数統計のリスト。 

5-17-2 Value 

値は、現在の QSO の変数統計に割り当てられます。 情報テーブルで正しい値が選択されて

いるときにコピーボタンを押すと値を割り当てることができます 

5-17-3 情報テーブル Information Table 

変数統計に関連付けられた情報テーブル。 各変数統計は、情報テーブルに関連付ける必要

があります。 このリストから値をコピーできます。 

5-17-4 サーチ Search 

情報テーブルのアクティブ列の値を検索できます。 

5-17-5 コピー Copy Button 

このボタンを押すと、選択した値が現在の QSO にコピーされます 
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5-18 QSO 入力ページ QSO Entry Window - QTH Page 

 

QSO エントリーウィンドウは 3 つのパートに分かれていて、複数のページを含んでいま

す。 

Common Fields（共通フィールド）：上部のフィールドには、すべてのページに共通する必

須の QSO フィールドが含まれています。 

Optional Fields（オプションのフィールド）：オプションで有効化 

QSO Entry Pages（QSO エントリーページ）：このページにはさまざまなページが含まれ

ています。 下端のタブを押してページを変更します。 

QTH ページには、交信相手 QTH に関するフィールドが含まれています。 それほど重要で

ないその他のフィールドは他のページに配置されます。 

ショートカット：フィールドをクリックすると、下のウィンドまたはページタブにヘルプテ

キストが表示され、別のページが表示されます。 
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5-19 ボタンとショートカット QSO Entry Window 

Turn Antenna 

 現在の局のショートパス方向にアンテナを回します。 

ショートカット= Ctrl + F2 

ロングパス上でアンテナを回すには：  

 マウスの右ボタンを押す 

 Turn Antenna to Long Path を選択します。 

5-19-1 情報テーブルの表示 Information Table 

 現在のフィールドの情報テーブルを表示します（関連付けられている場合）。 

ショートカット= Ctrl-I またはフィールドをダブルクリック 

5-19-2 世界地図表示 World Map 

 世界地図ウィンドを開き、現在の QSO と信号経路を表示する。 

5-19-3 クイックインフォメーションの表示 Quick Statistic 

 Statistic Quick Information ウィンドを表示/更新します。 

5-19-4 DX クラスタにスポット DX-Announce 

 選択した DX クラスタで現在の QSO をスポットします。 

5-19-5 ラウンド Round QSO 

 ラウンド QSO モードを ON/OFF します。 

シューとカット＝F4 

5-19-6 CW Type 

CW Type を ON/OFF します。 

 

5-19-7 PSK 

定義された PSK プログラムを有効にします。 アイコンは、設定した PSK プログラムに応

じて変わります。 デジタルモードプログラムを起動するには、このボタンを押してくださ
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い。選択したプログラムが起動します。 デジタルモードプログラムが Swisslog と共に実行

され、DDE リンクが確立されると、ユーザには緑色のインジケータが表示されます。 デジ

タルモードプログラムを終了すると、Swisslog とプログラムの間にリンクがないことを示す

赤色のインジケータが表示されます。 スイスログとデジタルモードプログラムをリンクさ

せるときは、必ず「Activate Digital Modes program」を押してください。 

5-19-8 メンバーシップ Membership 

 メンバーシップパネルを有効/無効にします。 Add QSO ウィンドでコールサインを入

力すると、Membership パネルに次のロゴが表示されることがあります（その中にはいくつ

かのアクションが追加されています）。 メンバーシップパネルのオプションで表示するロ

ゴを選択することができます： 

1 LOTW ロゴ：内部 LOTW 情報テーブルでルックアップが実行され、このコールサイン

が LOTW ユーザであるかどうかがチェックされます。見つかった場合、LOTW ロゴが

表示され、QSL アクションフィールドは「LOTW」に設定されます 

2 eQSL ロゴ：内部 eQSL AG 情報テーブルでルックアップが実行され、このコールサイ

ンが eQSL ユーザであるか Authenticity Guarenteed プログラムのメンバーであるかがチ

ェックされます。見つかった場合、eQSL AG のロゴが表示されます。 eQSL AG リス

トに見つからない場合は、eQSL サーバにオンライン検索を実行して eQSL の「通常

の」ユーザかどうかを確認します。見つかった場合、eQSL.cc の標準ロゴが表示されま

す。どちらの場合も、QSL アクションフィールドは「eQSL」に設定されています。

注：callsign が LOTW および eQSL ユーザの場合、QSL アクションフィールドは

「LOTW + eQSL」に設定されます。 

3 URE、URA、RCA、REF のロゴ：URE（スペインのアマチュア無線協会）、URA（ア

ンドラアマチュア協会）、RCA のメンバーであるかどうかを確認するために EA / C3 / 

LU /ラジオクラブ Argentino）または REF（フランスのアマチュア協会）。見つかった

場合、対応するロゴが表示されます。コールサインが URE / URA / RCA / REF のメンバ

ーでなく、LOTW または eQSL のどちらのユーザでもない場合、QSL アクションは 

'DIRECT'に設定されます。これは、局を経由して非局のメンバーに QSL カードを送る

のを避けるのに便利です。 

4 DIG、TENTEN ロゴ：DIG / TEN TEN のメンバーであるかどうかをチェックするオンラ

インルックアップを実行します。見つかった場合、対応するロゴが表示されます。 
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5 30MDG、AGCW、BDM、CWOPS、DIG、DMC、EA QRP、EPC、FISTS、FOC、

HSC、EHSC、SHSC、VHSC、LYNX、MF、NDG、SKCC と TENTEN ロゴ：コールサ

インは、これらの情報テーブルに見つかった場合統計情報の場合、Station タブの対応

する特殊フィールドにメンバー番号が表示されます（これらの統計情報が有効な場

合）。これと同時に、対応するクラブのロゴがメンバーシップパネルに表示されます。 

オンラインルックアップを実行するには、インターネットに接続している必要があります。

ロゴをダブルクリックすると、デフォルトのインターネットブラウザに公式のクラブのウェ

ブサイトが開きます。 LOTW、eQSL AG およびその他のクラブの統計情報の検索は、対応

するインフォメーションテーブルの内部で実行され、インターネットに接続する必要はあり

ません。ユーザは、ツールメニューの新しいサブメニュー「特典情報の更新（インターネッ

ト）」で、適切なオプションを選択することで、定期的にメンバーリストを定期的に更新す

る必要があります。 Swisslog は、定義された警告期間に基づいてメンバリストテーブルが

古くなったときに警告します。このルックアップは非常に迅速に実行され、全体的なパフォ

ーマンスにはあまり影響しません。ただし、非常に古いコンピュータを使用している場合

や、インターネット接続が非常に遅い場合は、コールサインを入力してから遅延を検出する

ことができます。メンバーシップパネルの状態（有効化/無効化）は、ユーザの選択を覚え

ておくために構成ファイルに保存されます。 

注記：デフォルトでは、このパネルがアクティブな場合、上記の QSL アクションは一般的

な QSL ルールよりも優先され、この新しいオプションのメンバーシップルックアップに従

って設定されます。この動作が気に入らない場合は、QSO 追加機能の QSL ルールオプショ

ンにある「メンバーシップパネルから QSL アクションを適用する」新しいオプションをオ

フにすることができます。 

5-19-9 新しい QSO New QSO 

 新しい QSO に入る。 以前の QSO が保存されていない場合は警告が表示され

ます。 

ショートカット= ESC  

注意：ESC は Save（保存）されていない QSO をリセットします。 必用な Log は保存し

てから、新しい Log 情報を入力します。 

5-19-10 QSO のセーブ Save QSO 

  現在入力中の Log 情報を保存します。 
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ショートカット=F10 

その他のショートカット 

ESC= 入力のクリア（警告なし） 

F1=ヘルプ 

F2=アンテナを相手局に向ける 

F4=ラウンド QSO のサポートを ON/OFF 

F5=前の局をラウンドにする 

F6=次の局をラウンドにする 

F7=ラウンドに別の局を加える 

F8=QSO 開始時間を現在時にする Start のフィールドをダブルクリックしても同じ動作。 

F9= QSO 終了時間を現在時にする End のフィールドをダブルクリックしても同じ動作。 

F10=現在の QSO 情報を保存 

Ctrl+I=現在のフィルードの情報の表を表示 

Ctrl+O=オプションを表示 

CTRL+Q=現在の QSO を印刷（Edit モードでのみ可能） 

 

5-20 QSO の追加オプション Options for Add QSOs Function 

QSO の追加機能のオプションを使用すると、QSO の入力プロセスのさまざまな側面を設定

できます。 

5-20-1 概要 

次の方法で、Options for Add QSOs Function Dialog [QSO 機能の追加]ダイアログをアクテ

ィブにできます。 

1．QSO 入力ウィンドを有効にする 

 ボタンを押す 
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 Ctrl-A を押す 

 メインメニューから View | QSO を選択する。 

2. QSO 入力ウィンドがアクティブになっているときは、次のいずれかの方法で Options 

for Add QSOs Function Dialog [QSO 機能の追加]ダイアログボックスを開きます。 

 Ctrl + O を押す 

 マウスの右ボタンを押し、ポップアップメニューから Options を選択します 

 メインメニューから Options ¦ Option for active Window を選択します 

このダイアログでは、次のオプションを定義できます。 

 QSO の追加を制御するオプション（Add QSOs Options） 

 QSL-Rules の定義 

 QSL-Actions の定義 

 Field input-Sequence の定義 

 Membership Panel の定義 

5-20-2 QSO 追加オプション Add OSOs Options 
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Real-time QSO-Entry 

このオプションを設定すると、コンピュータの日付と時刻に従って日付と時刻が自動的に入

力されます。 

Store UTC Time in Logbook 

このオプションを設定すると、リアルタイム QSO-Entry オプションが設定されている場

合、ログブックに UTC 時間が格納されます。 UTC 時間は、次のように計算されます。現

在のシステム時間 - My_QTH で定義された時間差 

Show special modes and satellite fields 

このオプションをオンにすると、QSO Entry マスクに追加のフィールドが表示されます。 

 Prop.Mode モード：特別なモードまたは伝播を保存するために使用できます。 

 Sat. Name:：衛星の名前 

Increment the RST-sent number automatically 

このオプションを設定すると、各 QSO で RST 送信番号が+1（+1）されます。 

コンテストの QSO に自動的に番号を付けるには、コンテストでこのオプションを使用しま

す。または、シーケンス番号が QSO の外出の一部であるときはいつでも。 

Update World map automatically 

このオプションを設定すると、ワールドマップウィンドウが開いている場合、入力した各

QSO がワールドマップに表示されます。 

Warning for duplicate QSOs 

 

このオプションを設定すると、My_QTH で指定された時間範囲内（コンテスト用）の重複

した QSO を入力しようとすると警告されます。 

重複する QSO の警告メッセージを表示するにチェックを入れると、ボタンを押して確認す

るメッセージが表示されます。 

「重複 QSO」のコールサインの色のみを変更するにチェックを付けると、重複した QSO の

場合にコールサインの色が赤に変わります。 
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同じバンドの QSO が異なるモードで許可されている場合は、include Mode in Dup/Check を

チェックしてください。 

いずれにしても警告音が鳴ります。 

コンテスト期間中に重複の QSO を確認したいときは、My_QTH でコンテストの期間を指定

します。 

Do NOT set Mode from TX 

トランシーバからモードを取得しない場合は、このボックスをオンにします。 コンピュー

タのサウンドカードでデジタルモードを運用するのに便利です。 

Set Mode based on QRG 

モードが QRG およびバンドプランの設定に従って設定されるようにするには、このボック

スをオンにします。 このオプションを使用する場合は、Swisslog で定義されたバンドプラ

ンが、使う国または地域で使用されているバンドプランに対応していることを確認する必要

があります。 

Issue warning if a new QTH is needed 

このオプションを使用すると、SWISSLOG が相手局に新しい QTH が必要であることが判明

したときに出される警告メッセージを抑制することができます。 これは、たとえば、状態

フィールドを設定し、入力した状態の QTH がない場合に発生します。 局が現在別の国から

出ているか、以前の QSO に入ったときにあなたが間違っていたかのいずれかです。 メッセ

ージは正しい QTH を設定する機会を与えます。 

警告を表示しない場合、SWISSLOG はこのような状況を検出すると自動的に新しい QTH を

作成します。 

Issue warning if Call has many numbers or suffix is too long  

このオプションが設定されていると、コールサインの番号やサフィックスが長すぎる場合、

QSO を保存する際に Swisslog が警告します。 これは、ユーザの入力ミスがあった場合に

QSO を保存しないようにするのに便利です。 

Standard RST  

このオプションでは、送信するデフォルトの RST を設定できます 
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5-20-3 QSL ルール QSL-Rules 

QSL-ルールの助けを借りて、あなたの QSL-ポリシーを定義することができます。 どちら

の場合に QSL カードを送信するのかを定義することができます。 SWISSLOG は、これら

のルールに基づいて QSL アクションを設定します。 

SWISSLOG は、QSL をどのようにしたいかを記述する QSL-Action というフィールドを保

持しています。 QSL-Rules は、このフィールドの内容に従って設定されます。 

 

コンセプト 

ルールのコンセプトは非常に簡単です。 QSO ごとに、Status per Callsign で定義されてい

る条件のいずれかが true であることを入力します。 QSL-Action フィールドは、Action 

without QSL-Mgr で定義された値に設定されます。 QSL-Manager が存在しない場合、また

は Action with QSL-Mgr で定義されている値の場合 QSL-Manager がある場合。 

Apply QSL actions from Membership Panel  

このオプションをオンにすると（デフォルトでチェックされます）、Membership panel で

設定された QSL actions は一般的な QSL ルールよりも優先されます。これらは、次の条件

によってメンバーシップパネルによって設定された QSL アクションです（アクティブにな

っている場合のみ）。 
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 コールサインが LOTW ユーザの場合、LOTW ロゴが表示され、QSL アクションフ

ィールドは「LOTW」に設定されます 

 callsign が eQSL ユーザの場合、eQSL ロゴが表示され（eQSL AG または eQSL の

標準ロゴ）、QSL Action フィールドは「eQSL」に設定されます 

 コールサインが LOTW と eQSL ユーザの場合、両方のロゴが表示され、QSL アク

ションフィールドは「LOTW + eQSL」に設定されます 

 URE、URA、RCA、REF のロゴ：URE（スペインのアマチュア無線協会）、URA

（アンドラアマチュア協会）、RCA のメンバーであるかどうかを確認するために

EA / C3 / LU /ラジオクラブ Argentino）または REF（フランスのアマチュア協

会）。見つかった場合、対応するロゴが表示されます。コールサインが URE / URA 

/ RCA / REF のメンバーでなく、LOTW または eQSL のどちらのユーザでもない場

合、QSL アクションは 'DIRECT'に設定されます。これは、局を経由して非局のメ

ンバーに QSL カードを送るのを避けるのに便利です。 

Status per Callsign 

アクション列で定義された QSL アクションが設定されているステータスを示します。 

 最初の QSO - この局の最初の QSO 

 バンドの最初の QSO - この局のこのバンドの最初の QSO 

 モードオンのバンドでの最初の QSO - この局でのこのバンドのこのモードでの最

初の QSO 

Action without QSL-Mgr 

ここでは、Callsign ごとのステータスが true で、QSL-Manager が指定されていない場合に

設定される QSL アクションを定義します。 リストボックスからアクション - 値を選択し

ます。 QSL-Action のタブで追加のアクションを定義することができます。 

Action with QSL-Mgr 

ここでは、Callsign ごとのステータスが true で、QSL-Manager が指定されている場合に設

定される QSL アクションを定義します。 リストボックスからアクション - 値を選択しま

す。 タブ QSL-Action で追加のアクションを定義することができます。 

QSL-Action 
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SWISSLOG を使用すると、QSL-Action フィールドを使用して QSL カードの処理を制御で

きます。 項目 QSL-Action には、任意の値を含めることができます。 使用する値は、簡単

な選択と一貫した入力のためにリストに表示されます。 QSL アクションフィールドには、

QSLing に関して実行する次のアクションの名前を入力します。 QSL アクションフィール

ドで同じ値を持つ QSO を選択することで、同じアクションが実行されるすべての QSO を

選択できます。 QSL-Action 値を一貫して使用することは非常に重要です。 

このダイアログでは、使用する QSL アクションを入力できます。 しかし、アクション入力

フィールドに新しいアクションを直接追加することもできます。 しかし、一貫してくださ

い！ 

 

Action 

追加または編集する QSL アクションの名前（値）。 たとえば、 "Direct IRC" 

New Button 

押して新しい QSL アクションを追加する 

Edit Button 
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選択した QSL アクションを編集するには、このボタンを押します。 

 リストボックスのアクションを選択する 

 アクション値の編集 

 編集ボタンを押す 

注意：すでに古い値を持つ QSO がある場合は、次に SWISSLOG を起動するときに古い値

が自動的に追加されます。この場合、実際には編集によって新しい値を追加します。 すべ

ての QSO の値を変更するには、Logbook View（Edit | Change selected QSOs）で QSO の

グループを変更する機能を使用します。 

Delete Button 

選択した QSL アクションを削除するには、このボタンを押します。 

削除する QSL アクションを含む QSO が存在する場合、QSL アクションは削除できませ

ん。 アクションを削除する前に、QSO の QSL アクション値を変更する必要があります。 

logbook View に移動して、削除する QSL アクションを含むすべての QSO を選択し、Edit ¦ 

Change selected QSOs 機能を使用して QSL アクションの値を変更します 

List of defined QSL-Actions 

これは、明示的にまたは暗黙的に（QSO エントリーウィンドウの QSL アクションフィール

ドに新しい値を入力することによって）定義したすべての QSL アクションのリストです。 

重要：QSO 相手の国にビューローがない場合、QSL マネージャのフィールドは空で、受信

した QSL は設定されていません.QSL アクションフィールドは DIRECT に設定されます。 

このようにして、ビューローを持っていない国に局を経由して QSL を送ることを避けるこ

とができます。 メンバーシップパネルがアクティブになっていて、「QSL アクションをメ

ンバーシップから適用する」がチェックされている場合、DIRECT は LOTW および eQSL

ユーザでない場合にのみ設定されます。 

 

5-21  入力順序 Field Input-Sequence 

入力シーケンスは、QSO が入力される順序を記述する。 入力シーケンスを変更するには、

ボックスをチェックして移動するフィールドをマークし、赤い矢印を押して上または下に移

動して位置を変更します。 
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5-22 メンバーシップパネル Membership Panel 

Membership Panel [メンバーシップ]パネルに表示するロゴをここで選択します。（アクティ

ブな場合） 
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6 ログ表示 Logbook View 

概要 

ログブック・ビューは基本的に SWISSLOG の焦点です。 QSO 入力ウィンドが入力を提供

し、さまざまなレポートが出力を提供する間、ログブックとの対話は、ログブック・ビュー

を使用して行います。一見すると、SWISSLOG のログブック・ビューは、紙のログで見ら

れるように見えますが、類似点はそこで終わります。 SWISSLOG の真のパワーは、プログ

ラムがあなたのログのデータを操作できるようにする方法です。逐次入力した QSO のリス

トに限定されているわけではありません。考えられるどのような形であれ、あなたのログを

探索して表示することができます。このセクションでは、ログブック・ビューとその多くの

驚くべき機能について説明します。 

ログブック・ビューにログが表示されたら、いくつかの機能を簡単に実行して、好きなよう

にデータを並べ替えることができます。ログの外観を操作するには、2 つの方法がありま

す。列を整列する最も簡単な方法は、ドラッグ＆ドロップ技法を使用することです。列見出

しをクリックすると列のソートが行われ、列見出しの下矢印をクリックすると検索が開始さ

れます。これらのテクニックはすばやく便利です - ログブック・ビューのカスタマイズに

関する具体的な情報はここをクリックしてください。 
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ログブック・ビュー内のデータを操作する別の方法は、クエリを使用する方法です。当初、

この手法はもう少し作業が必要です。ただし、クエリを作成して保存すると、それを繰り返

し実装することができます。頻繁に実行する特別なタスクがある場合は、プロセスを自動化

するためのクエリを作成することを検討してください。たとえば、QSO を 1 つのバンドだ

けで見たい場合は、簡単なクエリを作成します。作成に数分かかります。マウスを数回クリ

ックするだけで、いつでも実行できます。上級ユーザは、クエリに含めることができる強力

な機能をご利用いただけます。 

注意：次の 2 つの段落は、データーベース 101 と題されています。データベースプログラミ

ングと用語に精通している場合は、このセクションを飛ばすことができます。データーベー

スの記述に使用される基本的な用語に精通していない場合は、続けてください... 

ログデータベースは一連のレコードで構成されています。ログに新しい QSO を入力するた

びに、データーベースに新しいレコードが追加されます。ペーパーログを残していた場合

は、おそらく QSO のリストとして表示されます。リストには、Callsign、Band、

Frequency、Date、Time などの情報がいくつかあります。新しい QSO をペーパーログに追

加すると、コンピュータのデーターベースに新しいレコードを追加するのと同等です。 

SWISSLOG データーベースの各レコードには、紙のログにある同じ種類の情報が含まれて

います。実際には、コンピュータの記録には紙のログよりもかなり多くのデータが含まれて

います。 

各レコードに格納されているデータは一連のフィールドにまとめられています。紙ログと同

様に、Callsign、Band、Frequency、Date、Time などに対応するフィールドがあります。ロ

グブック・ビューに SWISSLOG がログを表示すると、レコードとフィールドがフィールド

データを列に並べたリストとして表示されます。フィールドを含む各列には、通常、フィー

ルドの名前に対応する見出しタイトルがあります。 

ヒント：ヘルプファイル内のいくつかの例では、列とフィールドという言葉は、使用されて

いるコンテキストに応じて交換されます。基本的には、概念は同じです。 

 

6-1 ウィンドにログを表示 Viewing Your Log 

Logbook View ウィンドにログを表示するには、ログをウィンドにロードする必要がありま

す。ローディングプロセスは Query と呼ばれる機能によって制御されます。 最初は、どの

フィールドがロードされているかを制御します。 SWISSLOG を使い始めるだけの場合は、
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提供されるサンプルクエリの 1 つを使用するのが最善の方法です。 後でログブック・ビュ

ー機能に慣れたら、クエリーエディタを使用して独自のクエリを作成する可能性を探ること

ができます。 サンプルクエリは、通常、¥ SWISSLOG ¥ Queries ¥ Logbooks という名前の

ディレクトリにあり、これらのファイルの拡張子は.SPQ です 

クエリを使用してログブックビューウィンドウを読み込む 

SWISSLOG ですでにログブックを作成していて、ログブックビューウィンドウでログブッ

クを表示したい場合は、以下の 3 つの手順に従ってください。 

 まず、QSO entry window などの開いているウィンドをすべて閉じます。このステ

ップは必須ではありません。ただし、他のウィンドは現在必要ではなく、Swisslog

ディスクトップ環境を整理した状態に保ちます。 

 次に、ログブックファイルがロードされていない場合 - ログブックファイルをロー

ドする - メインメニューから File | Open Logbook-DB を選択し、利用可能なファ

イルの一覧からログブック（your_log_filename.mdb）を選択します。 

 3 番目に、メインメニューから View ¦ Logbook-View (Selection) [表示|ログブック・

ビュー（選択）]を選択してログブック・ビューを開きます。これにより、2 つのウ

ィンドが表示されます。[ログブックの表示]ウィンドは、Open SWISSLOG Report

または Query というラベルの付いたアクティブなウィンドによって部分的に隠され

ています。ウィンドの左側には、Query ディレクトリとサブディレクトリのリスト

があります。 Logbooks ディレクトリをクリックすると、右側にクエリ一覧が表示

されます。 Simple logbook.spq という名前のクエリを選択します（ファイル名を

ダブルクリックします）。 

ダイアログ・ウィンドウが閉じ、Logbook の表示ウィンドにログが表示されます。以下は典

型的なログブック・ビューとさまざまな要素の簡単な説明です： 
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6-2 ログ表示の機能 Logbook View Functions 

ログブック・ビューでは、マウスを数回クリックするだけで、QSO を表示し、リアルタイ

ムでデータ分析を実行できます。 ほとんどのログブックタスクは、複雑なクエリを書く必

要なく実行できます。 

以下の機能は、強力なログブック・ビューの基盤です。 

 Filtering –使用可能なすべての値からターゲット値を選択して、複数の基準を使用し

てログをフィルタリングします。  

 Sorting –列ヘッダーをクリックするだけで、単一または複数の列を並べ替えること

でログを整理できます。  

 Grouping –列見出しをグループパネルにドラッグして QSO グループを作成しま

す。  

 Selection Tabs –選択タブを使って QSO をすばやく見つけることができます。  

 Incremental Search –対応する列に少数の文字を入力して、特定のエントリまたは同

様のエントリのログブックを検索する便利で高速な方法です。  
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 Summary Calculations – QSO を計算するか、グループとレポートフッターでサマリ

ー値を計算します。  

 Column Customization –列を他の場所にドラッグしたり、列幅のサイズを簡単に変

更したり、テキストの配置を指定したり、行間隔を調整したり、列を追加または削

除したり、データを再フォーマットします。  

 Printing –画面に表示されているようにログブックを印刷するには、Table-Print [テ

ーブル印刷]を選択します  

 See also –QSO'をアワード用に使います。 

ヒント：強力なログブック機能のいくつかを使用するには、ログ内のすべての QSO をコン

ピュータのメモリにロードする必要があります。 一例として、グループ化機能はすべての

QSO をメモリにロードする必要があります。 対照的に、標準ログブック・ビューでは、画

面上に表示される QSO がコンピュータのメモリ内にあることのみが必要です。 お分かりの

ように、ログデータベースが非常に大きい場合は、ログブックを開くためにより多くのコン

ピュータ時間が必要になります。 明らかに、この不都合は、高速コンピュータではいくら

か軽減されます。 しかし、より高速のコンピュータに頼るのではなく、クエリを計画し、

実行しようとしている作業を達成するために必要なフィールドだけを読み込むほうがよい場

合がよくあります。 

6-3 ログ表示機能の使い方 Using the Functions in Logbook View 

次のセクションでは、ログブック機能の使用方法について説明します。 これらのセクショ

ンを読む時間があれば、すぐにこれらの機能がどれくらい強力で便利なのかをすぐに知るこ

とができます。 これらの機能の多くは直感的です。 ただし、次のセクションを参照する

と、あまり明らかでない機能が見つかることがあります。 

 

6-4 ログのフィルタ Filtering (Selecting) QSO's 

ログは一般的に作成され、時間順に表示されます。つまり、QSO データはログに入力さ

れ、日付と時刻の順に並べられます。 ただし、QSO の特定のセットを見つけて、ログ全体

を手動でスクロールすることは必ずしも効率的な選択肢ではありません。 フィルタリング

はあなたが興味を持っている QSO だけを見つけるプロセスです。 

 



102 

 

ほとんどのフィルタリングは、機能を提供してログブック・ビューで直接実行できます。 

より複雑なタスクの場合は、特殊なクエリとログブック・ビューのフィルタリングの組み合

わせが必要な場合があります。 このセクションでは、ログブック・ビューを使用したフィ

ルタリングについてのみ説明します。 

例：HB9 局ですべての QSO を見たいとします。フィルタを使用すると、これは非常に簡単

です.DXCC 列見出しの矢印をクリックし、ドロップダウン・リストから HB9 を選択するだ

けです。 DXCC リストが充実している場合は、HB9 と入力すると非常に迅速に HB9 エント

リに移動できます（これは増分検索です）。 DXCC 列見出しの矢印をクリックします。ド

ロップダウン・リストが HB9 と表示されたら Enter キーを押します。ログブック・ビュー

には、HB9 QSO のみが表示されます。 

ログブック・ビューをリセットしてすべての連絡先を表示するには、DXCC 列見出しの矢印

をクリックし、ドロップダウン・リストから（すべて）を選択します。ログブック・ビュー

にすべての QSO が表示されます。 

ヒント：アクティブなフィルタ条件がログブックビューウィンドウ（DXCC = HB9）の左下

隅に表示されます - X をフィルタ条件の左に注意してください - X をクリックすると、効果

的にフィルタが閉じられ、すべての QSO を表示するログ。 

以下は、HB9 を選択している DXCC フィルタを示す例です - この画像は Example 

logbook.spq という名前のクエリに基づいています。このログは通常、次のディレクトリに

あります。... ¥ SWISSLOG ¥ Queries ¥ Logbooks 
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フィルタの例を微調整する：上記の DXCC フィルタの例を使用して、Logbook View にすべ

ての HB9 接点が表示されます。ただし、追加のフィルタを適用して、2000 年以前に HB9

で QSO のみを表示し、20m で作成したもののみを表示したいとします。 

20m のフィルタリングは簡単な部分です。バンド列見出しの矢印をクリックし、ドロップダ

ウン・リストから 20m を選択します。ログブック・ビューに 20m のすべての HB9 コンタ

クトが表示されるようになりました。 

しかし、それは私たちが確立したフィルタ要件を完全に満たしませんでした。ログには

2000 年の連絡先が表示され、2000 年以前の連絡先にのみ関心があります。このフィルタの

最後の要件を満たすには、カスタムフィルタ機能を使用する必要があります。 （これは、

「年」列から単一の値を選択することによっては実行できません）。 

Year「年」列のフィルタリストから Custom「カスタム」エントリを選択し、次のように

Custom AutoFilter dialog「カスタムオートフィルタ」ダイアログに入力します。 

 上部のボックスの横にある矢印をクリックします 

 リストから、[より小さい]を選択します。 

 右のボックスに 2000 を入力してください 

 [OK]をクリックします 

 

最終結果は下記の通りです。 
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いくつかのキーストロークとマウスのクリックで、ログ内の特定の連絡先のグループをすば

やく見つけることができます。 さまざまな列のフィルタを調べてみましょう.QSL 送信フィ

ルタと QSL 受信フィルタは少し異なりますが、基本的に同じです。 練習するには、1 つの

DXCC から連絡先グループを分離し、2 つまたは 3 つのバンドを選択し、QSL カードを送受

信したものを見つけてください。 

6-5 QSO のソート Sorting QSO's 

特定のバンドの DXCC を見直しているのか古い QSO を探しているのかに関わらず、ログを

ある種の論理的な順序に並べ替える必要があるかもしれません。ログブック・ビューでは、

列見出しをクリックするだけで 1 つ以上の列を並べ替えることができます。最初のステップ

では、列見出しを主ソート・キーとして選択し、必要に応じて別の列を 2 次ソート・キーと

して選択します。 

1 つの列を使用してソートするには、列見出しをクリックします。ソート順を示す矢印が表

示されます。昇順に降順、または降順に降順。たとえば、コールサイン列に基づいてログを

アルファベット順に並べ替える場合は、コールサイン列見出しを必要に応じて 1〜2 回クリ

ックします。 

ヒント：日常的に使用する場合、ログは通常、日時順にソートされ、リストの一番上に最新

の QSO のログが表示され、QSO Date 列をクリックして降順を選択します。 

 複数の列を使用して並べ替えるには、Shift キーを押しながら列見出しをクリックし

ます。 

 複数の列の並べ替えから列を削除するには、Ctrl キーを押しながら列の見出しをク

リックします。 

以下は Band と Mode によるソートの例です： 



105 

 

 

6-6 Grouping 

名前が示すように、グループ化機能では、QSO を 1 つまたは複数のフィールド（列）でグ

ループ化できます。 スイープログでは、並べ替えやフィルタリングと組み合わせて使用さ

れるグループ化機能が、おそらく最も強力な機能です。 最小限のユーザ入力でグループ化

することで、いくつかのタイプのデータ分析を実行できます。 この機能は、特典や QSL 印

刷で QSO を選択する場合に特に便利です。 これが強力な機能であることを理解するには、

数分を費やして実践的なデモを試してみましょう。自分のログを使って以下に示すような例

を作りましょう。 

グループ分けは非常に使いやすく、2 つの簡単な手法があります。 

1. 列見出しをクリックしてグループパネルにドラッグします。 

2. 列見出しを右クリックし、ポップアップメニューから Group By This Column を選

択します。 

グループ解除すると、グループパネルからフィールド（列）が削除されます。 

1. 列見出しを右クリックし、ポップアップメニューから Un-Group By This Column を

選択します。 

ヒント：カラム見出しが前の位置に自動的に再挿入されるため、上記の方法 1 が推奨さ

れます。グループ化パネルの見出しではなく、フィールドグリッドの上の列見出しを右

クリックします。 

2. グループ化パネルの列見出しをクリックし、フィールドグリッドの上の対応する見

出しにドラッグします。現在の位置と同じ場所にドラッグしないと、列の位置が変わり

ます。列は緑色の矢印の右側に挿入されます。誤って見出しを間違った位置に置いた場

合は、それを選択して正しい位置にドラッグするだけです。 

以下は DXSO とバンドでグループ分けされた QSO の例です。ご覧のとおり、この例では各

DXCC エンティティごとに作成された QSO の数が表示されます。また、各バンドの QSO

数も表示されます。各行の左側にプラス記号またはマイナス記号のボタンがあります。ボタ

ンをクリックして、データリストを展開（+）または縮小（ - ）します。たとえば、

「Band」という単語の横にある展開（+）ボタンをクリックすると、適切な Band および上
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記の対応する DXCC の QSO が表示されたリストが表示されます。ちょっと混乱するかもし

れませんが、実際のデモでは明らかになります。 

 

ヒント：上記の例を見ると、情報の整理方法とコンピュータディレクトリの構造との間に類

似点があるかもしれません。 構造体を展開または折りたたむボタンをクリックするたび

に、多かれ少なかれ情報が表示されます。 表示を拡大すると、グループ化パネルに表示さ

れる特定のフィールドが表示されます。 

6-7 フィールドと選択のタブ Field Tabs and Selection Tabs 

上のセクションの画面イメージを参照すると、ログブック・ビューの下部に 2 つのタブ行が

表示されていることに注目してください。タブの一番下の行はフィールドタブです。これら

はログブックのフィールドに対応します。ログブックに表示される各フィールドには、一致

するタブがあります。タブの上段は Selection Tabs です。これらは従来の指数に似ていま

す。ただし、Selection Tabs、選択されている Field Tabs に応じて別の形式に変更される場

合があります。 

フィールドタブと選択タブは組み合わせて使用され、ログブックを非常に迅速にフィルタリ

ングします。たとえば、「Callsign」というフィールドタブをクリックし、「K」などの選

択タブの 1 つをクリックします。ログブック・ビューには、文字 K で始まるすべての



107 

 

Callsign が表示されます。ログブック・ビューをすべてのコールサインにリセットするに

は、 「選択」タブの左端にアスタリスク（*）記号が付いています。 

ヒント：フィールドタブと選択タブを使用してログブックをフィルタした後、表示された

QSO グループに追加のフィルタリングを適用できます。 Callsign フィールドをアルファベ

ット順に並べ替えたり、表示されたグループを Band フィールドでソートしたり、特定のバ

ンドだけを表示するようにグループをフィルタしたりすることができます。前のセクション

で説明したフィルタリングと並べ替え機能のほとんどは、ここで適用できます。 

Field Tabs のいくつかには、選択タブのインデックスまたはテーブルが関連付けられていま

す。たとえば、Manual [手動]タブをクリックすると、ログをフィルタリングするために使用

する条件を手動で選択できるダイアログ・ウィンドウが表示されます。条件のリスト、また

は項目の組み合わせから単一の項目を選択することができます。これは、ログを検索するた

めの非常に便利な方法を提供します。利用可能な基準には、以下の項目が含まれます。 

 QSO の日付または日付の範囲 

 自身の QTH 

 受信した QSL 

 送信された QSL 

 QSL アクション 

 動作モード 

 バンド 

6-8 Incremental Search 

ログで特定の QSO を検索すると、インクリメンタルサーチ機能はデータをすばやく見つけ

ることを容易にします。この機能は覚えやすく使いやすいです - 次の手順に従ってくださ

い： 

 field to search を選択する - 列内の任意のセルをクリックします。 

 ターゲット QSO には、いくつかの文字（文字または数字）を入力します。入力す

る文字は、検索するよう選択した列に適していなければなりません。たとえば、

Callsign 列を検索している場合は、対象のコールサインにいくつかの文字を入力す

る必要があります。完全なコールサインを入力する必要はありません。ただし、追

加文字を入力すると、検索の範囲が増えていきます（絞り込む）。 
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検索が成功すると、検索条件を満たす最初の QSO が強調表示されます。 Ctrl-Enter キーの

組み合わせを使用して検索を続行するか、Shift キーを押しながら Ctrl キーを押しながら

Enter キーを押して、検索順序の後ろに移動します。 

ヒント：ログが非常に大きい場合、ソートされた列でインクリメンタルサーチがうまく機能

することがわかります。 

下の例は、検索パラメータが HB9BJ の場合です。最初のパラメータが HB9 の場合、見つか

った最初の HB9 QSO でカーソルが停止していました。 Ctrl + Enter キーを押すと、最後の

HB9 QSO が見つかるまでログを通ってカーソルが移動します。ご覧のように、さらにいく

つかの文字を入力すると、検索パラメータを絞り込み、ターゲット QSO をより早く見つけ

ることができます。注：以下に示す画像は、例 logbook.spq という名前のクエリに基づいて

います。このファイルは、通常、次のディレクトリにあります。... ¥ SWISSLOG ¥ Queries 

¥ Logbooks 

 

6-9 サマリーの計算 Summary Calculation 

Summary Calculation 要約計算機能を使用すると、ログの列に基づいて数学的計算を実行で

きます。列内のレコード数を数えることができます。一部のフィールドでは、最小値、最大

値、または平均値を計算します。これらの計算は、連絡先グループまたはログブック・ビュ

ー内のすべての QSO に対して実行できます。 
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ヒント：集計計算機能を使用するには、少なくとも 1 つの列見出しをグループパネルに配置

する必要があります。列見出しをクリックしてグループパネルにドラッグします。 

要約計算ポップアップメニューをアクティブにするには、関心のある列のすぐ下にあるフッ

タ・バーを右クリックします。表示されるポップアップメニューでは、選択した列に適した

選択肢が提供されます。すべての列に適用されます。必要な計算タイプを選択するか、[な

し]を選択して列をリセットします。 

ヒント：一度に複数の列で集計計算を実装できます。カウントなどの計算を選択すると、列

にフィルタリングを適用でき、フッタ・バーに表示された合計が自動的に更新されます。 

以下の例では、要約計算では、受信 QSL 列と送信 QSL 列のデータに基づいて送受信される

QSL カードの数が決定されています。計算は DXCC エンティティ 3DA が数行上にリストさ

れています。 

 

ハンズオンデモでは、次の例をログで試してみてください。 

 DXCC 列見出しをクリックし、グループパネルにドラッグします。 

 DXCC 列をフィルタリングする - DXCC 列見出しの矢印をクリックし、ドロップダ

ウン・リストから W を選択します。 
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 Band 列をフィルタする - Band 列見出しの矢印をクリックし、ドロップダウン・リ

ストから 10m を選択します。 

 サマリー計算ポップアップメニューをアクティブにする... 

 バンド列のすぐ下にあるフッタ・バーを右クリックし、カウントを選択します。 

 QSL Received 列のすぐ下にあるフッタ・バーを右クリックし、Summary を選択し

ます。 

 QSL Sent 列のすぐ下のフッタ・バーを右クリックし、Summary を選択します。 

フッタ・バーに表示されている合計を確認してから、バンド・フィルタを 20m に変更し、

合計が変化していることを確認します。この例題を正しく動作させるには、現在のログに表

示されている DXCC とバンドを選択する必要があります。 

ログを通常の状態に戻すには： 

 

 DXCC 列の見出しを右クリックし、Un-Group By This Column を選択します。 

 DXCC および Band 列からフィルタリングを削除する - 列見出しの矢印をクリック

し、ドロップダウン・リストから（All）を選択します。 

6-10 Customizing the Logbook View 

ログブック・ビューにログが表示されたら、さまざまな機能を簡単に実行して、好きなよう

にデータを並べ替えることができます。列を整列する最も簡単な方法は、ドラッグ＆ドロッ

プ技法を使用することです。列ヘッダーをクリックして列をソートするか、列見出しの下矢

印をクリックして検索を開始することができます。 

 Adding a new column to the log - この関数は、ロードされたクエリを変更する必要

があります。詳しくは、ここをクリックしてください。 

 Moving or rearranging columns - ログブック・ビュー内で列を移動するには、列見

出しをクリックして新しい位置にドラッグします。 

 Changing the width of columns - 列の幅を調整するには、列見出しの右端にマウス

カーソルを合わせます。マウスが 2 つの列の交差点にあるとき、カーソルは矢印の

ペアに変わります - 必要に応じて列の端を左右にドラッグします。 
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ヒント：Best Fit [ベストフィット]または Best Fit [ベストフィット]（すべての列）が選択さ

れている場合、列幅は自動的に調整され、現在ログブックの表示にある最も広いエントリが

表示されます。最適フィットを選択するには、列見出しを右クリックして、ポップアップメ

ニューから Best Fit または Best Fit（すべての列）を選択します。 

 Text Alignment - 列内のテキストの配置を変更するには、列の見出しを右クリック

し、ポップアップメニューから「配置」を選択します。次のポップアップメニュー

から優先順位を選択します。左、右または中央。 

 Changing the line spacing in the body of the log - ログブック表示の左側の通知に

は、空白のセルで構成された垂直の境界線があります。マウスカーソルが 2 つのセ

ルの水平交差点にある場合、カーソルは矢印のペアに変わります。ログ全体の行間

を調整するには、行を必要に応じて上または下にドラッグします。 

各ログエントリの間に空白行を追加することもできます。ログブックから列見出しを区切る

行にマウスカーソルを置きます。カーソルが矢印のペアに変わります。各 QSO の間に 1 つ

以上の空白行を追加するには、行を必要に応じて上または下にドラッグします。 

 Delete a column - 列を削除する方法は 3 つあります。 

1. 列ヘッダーをクリックし、ログブック・ビューの外にドラッグしてリリースし

ます。 

削除する列見出しを右クリックします。 

2. ポップアップメニューから Remove This Column を選択します。 

3. 削除する列見出しを右クリックします。ポップアップメニューから[列セレク

タ...]を選択します。Customize ポップアップ・ウィンドウが表示されます。削除す

る Column Selector をクリックし、カスタマイズウィンドウにドラッグします。 

 Restoring a deleted column or restoring a hidden column - 列の見出しを右クリック

します。ポップアップメニューから Column Selector を選択すると、Customize ポ

ップアップ・ウィンドウが表示されます。上記で説明した削除プロセスを使用して

ログブック・ビューから削除された列は、カスタマイズウィンドウに一覧表示され

ます。 Logbook View に列を戻すには、カスタマイズウィンドウの列ヘッダーを

Logbook の上部にある列ヘッダーにドラッグします。見出しが挿入される場所がカ

ーソルに表示されます。最初の試行で正しい場所に着陸しない場合は、正しい位置

にドラッグしてください。 
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上級ユーザのための重要な注意：ログブック・ビューで定義されたレイアウトは、クエリに

よって定義されたレイアウトを置き換えます。 つまり、上記のいずれかの機能を使用して

ログブックをカスタマイズすると、カスタマイズされたレイアウトが将来の使用のために保

存されます。 

詳細は少し複雑です...実際に元のクエリは上書きされません。SWISSLOG はオリジナルの

クエリとカスタマイズされたレイアウトを組み合わせた新しいファイルを作成します。 こ

れらのファイルは、Swisslog / Queries / Logbooks ディレクトリにあり、ファイル拡張

子.RPL を使用します - ファイル名は元のクエリ名に似ています。 

変更されていない元のクエリに戻す必要がある場合は、適切な.RPL ファイルの名前を変更

したり、削除したりすることができます。 

次の例は、Column Selector メニューと Customize ウィンドを示しています： 

 

6-11 Printing 

ログブック・ビューには、2 つの異なる印刷機能が関連付けられています。 これらの印刷

機能の詳細については下記を参照下さい。 

 Print using the Report Generator 

 Print using the Active Logbook View 
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6-12 Logbook View – Using Queries 

ログブックフィールドのロードは、クエリとして知られる関数によって制御されます。 ど

のクエリを使用するかを選択することができ、クエリーエディタのヘルプを使用して、クエ

リによって読み込まれるフィールドを定義することができます。 空白のページから始め

て、最初からクエリを作成するのではなく、SWISSLOG で提供されるサンプルクエリの 1

つを試してみてください。 サンプルクエリは、通常、¥ SWISSLOG ¥ Queries ¥ Logbooks

という名前のディレクトリにあり、これらのファイルの拡張子は.SPQ です 

 

6-13 Selecting the Appropriate Query for the Logbook View 

強力なログブック機能のいくつかを使用するには、ログ内のすべての QSO をコンピュータ

のメモリにロードする必要があります。一例として、グループ化機能はすべての QSO をメ

モリにロードする必要があります。対照的に、標準ログブック・ビューでは、画面上に表示

される QSO がコンピュータのメモリ内にあることのみが必要です。お分かりのように、ロ

グデータベースが非常に大きい場合は、ログブックを開くためにより多くのコンピュータ時

間が必要になります。明らかに、この不都合は、高速コンピュータではいくらか軽減されま

す。しかし、より高速のコンピュータに頼るのではなく、クエリを計画し、実行しようとし

ている作業を達成するために必要なフィールドだけを読み込むほうがよい場合がよくありま

す。 

クエリの使用 

SWISSLOG でログブックを作成し、サンプルクエリの 1 つを試したい場合は、以下の 3 つ

の手順に従ってください。 

 まず、QSO 入力ウィンドなどの開いているウィンドをすべて閉じます。このステップ

は必須ではありません。ただし、他のウィンドは現在必要ではなく、Swisslog ディスク

トップ環境を整理した状態に保ちます。 

 次に、ログブックファイルがロードされていない場合 - ログブックファイルをロード

する - メインメニューから File | Open Logbook-DB を選択し、利用可能なファイルの

一覧からログブック（your_log_filename.mdb）を選択します。 

 3 番目に、メインメニューから View ¦ Logbook-View (Selection) を選択してログブッ

ク・ビューを開きます。これにより、2 つのウィンドが表示されます。 Logbooks [ログ

ブックの表示]ウィンドは、Open SWISSLOG Report [SWISSLOG レポートまたはクエ

リを開く]というラベルの付いたアクティブなウィンドによって部分的に隠されていま
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す。ウィンドの左側には、Query ディレクトリとサブディレクトリのリストがありま

す。 Logbooks ディレクトリをクリックすると、右側にクエリ一覧が表示されます。次

の名前のクエリを選択します。例 logbook.spq（ファイル名をダブルクリックしま

す）。 

ダイアログ・ウィンドウが閉じ、ログが View Logbook ウィンドに表示されます。 

既存のクエリを読み込む 

View Logbook ウィンドがすでに開いている場合は、メインメニューの Functions の Load 

new Definitions を選択するか、ポップアップメニューをアクティブにして、別のクエリに変

更できます。ポップアップメニューをアクティブにするには、ログ内の任意の場所にマウス

カーソルを置き、右クリックします。 

 

 表示されたダイアログ・ウィンドウから Logbooks ディレクトリを選択し、ロードする

クエリを選択します（ファイル名をダブルクリックします）。 

ロードされたクエリの変更 

ヒント：ログブックのレイアウトを簡単に変更する必要がある場合は、ログブック・ビュー

で直接操作することで、変更を加える方が簡単です。 

クエリには、ログの外観やレイアウトに大きな影響を与えるいくつかの変更があります。 

クエリを最初から作成するのではなく、一般に既存のクエリを変更する方が簡単です。 ク

エリーエディタを使用すると、列を追加または削除したり、列の配置を変更したり、列内の

データの配置を変更したり、データの形式を変更したりすることができます。 

 メインメニューまたはポップアップメニューの Functions で Change Query / Field 

Selection を選択します。 
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 クエリのエディタが下記のように表示されます。 

 

上のクエリーエディタの図を参照すると、QSO テーブルが左上に表示されます。 QSO テ

ーブルはメニューとして考えることができます。メニューから項目を選択してクエリに含め

ることができます。 リストされた項目のいくつかは、左の余白に小さな赤い矢印があるこ

とに注意してください。 赤い矢印は、アイテムが現在以下の照会テーブルで使用されてい

ることを示します。 

クエリーエディタウィンドウの下部は、ビューログブックに表示される列を定義するセルの

ワークスペースまたはテーブルです。 

機能 

ログブックにフィールドを追加する - 最も簡単な方法は、QSO テーブルからアイテムを選

択し、それをワークスペースに挿入する位置にドラッグすることです。 
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ヒント：一般に、ドラッグ＆ドロップ技法を使用して編集するのが最も簡単です。 

列の移動または再配置 - ワークスペース内の列を移動するには、列見出しをクリックして

新しい位置にドラッグします。これには少し練習が必要です。最初に列をクリックすると、

移動する列の左側の太い線にカーソルが変わります。列を新しい場所にドラッグすると、カ

ーソルがカーソル行の左側に挿入されます。それを数回試してみてください。ハンズオンデ

モは理解しやすくなります。 

フィールドを削除する - フィールドを選択し、削除キーを押します。フィールドがワーク

スペーステーブルから削除されます。誤ってフィールドを削除した場合は、上記のように

QSO テーブルからフィールドを選択してワークスペースに追加することができます。削除

するフィールドを選択し、マウスで右クリックすることもできます。ポップアップメニュー

から Remove Value [値を削除]を選択します。 

ヒント：場合によっては、クエリの変更が気に入らない場合があります。問題を修正するの

ではなく、元のクエリに戻してやり直す方が簡単かもしれません。これは、ワープロを使用

する場合と同じです。ファイルを保存せずにクエリーエディタを閉じてからやり直すことが

できます。クエリーエディタウィンドウを閉じ、ファイルを保存しない、または別のファイ

ル名を使用してファイルを保存します。エディタを閉じようとするとダイアログボックスが

表示され、Save changes to ....を選択します。この場合は No を選択します。 

フィールド値のフォーマットの変更 - フィールドを選択するには、フィールドをダブルク

リックすると、値エディタがポップアップします。値エディタに編集したいフィールドが表

示されていることを確認します。間違って別のフィールドを誤って選択することがよくあり

ます。値エディタ内には多数のプロパティが定義されています。この例では、ログに表示さ

れるデータの外観に影響を与える 2 つのプロパティを変更することを検討します。列ヘッダ

ーの日付またはデータムの下の項目 QSODate をダブルクリックします。 

ヒント：フィールドを右クリックし、ポップアップメニューから Edit Properties [プロパテ

ィの編集]を選択して、値エディタを開くこともできます。 

値エディタには、QSODate フィールドに固有のいくつかのプロパティがリストされていま

す。リストの下部には、QSODate フィールドがログにどのように表示されるかを定義する

5 つのプロパティがあります。 format プロパティを除いて、各プロパティは可能な値のス

クロールリストを提供します。 Alignment の右に表示されている値をクリックすると、ドロ

ップダウンボックスが表示されます。矢印をクリックすると、選択肢のボックスが開きま
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す。 Alignment プロパティには、Left、Right、Center の 3 つの選択肢があり、選択した値

を使用して QSODate が列に揃えられます。 

Format プロパティは、スクロールリストから選択肢を提供しないため、多少異なります。

多くのプログラムやオペレーティングシステムで使用されている標準の日付の略語を入力す

ることにより、使用する日付形式を定義できます。書式設定シンボルは、大文字でも小文字

でもどちらでも同じ結果が得られます。一般的な時刻と日付の形式のいくつかを以下の表に

示します。 

 

上の表は、レポートとクエリで使用できる書式記号のほんの一部を示しています。日付と時

刻のシンボルの他に、周波数フィールドなどの数値フィールドの書式設定シンボルもありま

す。 

ヒント：次のフィールドに使用される書式プロパティ。 QSODate、Day、Month、Year

は、Logbook View に表示される対応する値にのみ影響します。 

検索値に日付を使用する場合、日付は Windows オペレーティングシステムで定義されたと

おりに入力する必要があります。エラーメッセージが表示された場合、または検索結果が空

のログブックになった場合は、検索で使用された日付形式が正しくフォーマットされている

ことを確認してください。正しい形式を確認する簡単な方法は、日付列見出しの矢印をクリ

ックし、ドロップダウン・リストから（カスタム）を選択することです。カスタムオートフ

ィルタが表示されたら、右側の空のボックスのいずれかの横にある矢印をクリックします。

カレンダーが表示されたら、[今日]をクリックします。表示された日付が正しい Windows 形

式になります。[キャンセル]をクリックして終了します。 

重要なヒント：上のクエリーエディタの図を参照すると、Jahr（年）、Monat（月）、Tag

（日）の 3 つのフィールドが表示されます。これらの 3 つのフィールドのデータは

QSODate フィールドから抽出されます。年、月、日は別々のフィールドとして抽出されま

す。別々のフィールドを作成する目的は、日付によるフィルタリングをはるかに簡単にする

ためです。これにより、特定の年、月、日を選択するフィルタを定義できます。 QSODate

フィールドのみを使用すると、ログにエントリが存在するため、毎日の値が返されます。こ
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れは特に有用ではありません。ただし、QSO の日付を 1 つの列に表示し、日/月/年などの従

来の形式で表示することをお勧めします。この場合、クエリには個別のフィールドと

QSODate フィールドの両方が含まれます。フィルタリングの詳細については、以下の別の

セクションを参照してください。 

QSO のサブセットの選択 - この機能を使用すると、ログ内のすべての QSO ではなく、特

定の QSO をログブック・ビューに表示できます。実際にはフィルタパラメータを作成して

います。フィルタはログを検索し、フィルタで指定された値と一致する QSO のみを表示し

ます。 

クエリーエディタウィンドウを使用して、ワークスペース内のフィールドを選択し、フィー

ルドをダブルクリックすると、値エディタがポップアップします。 2 番目のタブをクリッ

クし、フィルタ条件を入力します。 

最初の 2 つのプロパティ。 Number と Command は、可能な値のスクロールリストを提供

します。値の横にある矢印をクリックして選択肢のリストを展開します。 Number を使用

すると、複数のフィルタパラメータを定義できます。フィルタ 1、フィルタ 2 など各フィル

タは独自の論理コマンドを持つことができます。コマンドリストで使用可能な論理コマンド

を 1 つ選択します。その後、値のスペースに適切な値を入力します。 

実例を試す 

例として、Band フィールドのフィルタを作成してみましょう.15m と 20m バンドの QSO の

みを表示するフィルタを作成するには、以下の手順を実行します。 （ログに 15m や 20m

の連絡先がない場合は、この例では他の値を選択してください）。 

1. クエリーエディタウィンドウを使用して、フィールドをダブルクリックしてワークスペ

ース内の Band フィールドを選択します。値エディタがポップアップします。 

2. Filter というラベルの付いた 2 番目のタブをクリックします。 

3. 矢印をクリックして Number 値のリストを展開します。最初のフィルタである Filter 1

を選択します。 

4. 矢印をクリックして Command 値のリストを展開します。Is Equal To「等しい」を選択

します。 

5. Value1 の横のセルに値 15m を入力します。 

6. Value2 の横のセルに値 20m を入力します。 
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7. 値エディタを閉じます - 右上隅の X をクリックします。 

8. Query Editor ウィンドを閉じる前に、Filter 1 ... = "15m"または "20m"に対応する値が

Band フィールドに追加されていることに注意してください。 

ヒント：フィルタの値を注意深く見ると、15m と 20m の値の前後に引用符が表示されま

す。フィルタはログに「15m」と「20m」の値を正確に検索します。 （m）フィルタは

QSO を検出しません。 「15」は「15m」と等しくない。 

 

9. これで、クエリーエディタウィンドウを閉じることができます。この時点で、2 つの選

択肢があります。 

Save As 名前を付けて保存...クエリファイルを後で使用するために保存することができま

す。上記の例をデフォルトの名前で保存して別の名前で保存するのではなく、メインメニュ

ーから File ¦ Save As...で表示されたデフォルトのファイル名で表示されます - ファイル名

を好きなものに変更します：test_filter。 （ファイル拡張子を入力する必要はありません - 

自動的に追加されます）。 

Close without creating a new file（新しいファイルを作成せずに閉じる.）..クエリーエディタ

ウィンドウを閉じるもう 1 つの方法では、ファイルを新しい名前で保存することはできませ

ん。右上隅の X をクリックすると、ファイルをデフォルトのファイル名に保存するかどうか

を尋ねられます。ファイルをデフォルトのファイル名に保存しないと、クエリーエディタウ

ィンドウが閉じ、変更が失われます。 

クエリーエディタを閉じると、15m と 20m のバンドの交信のみを一覧表示したログが表示

されます。 一歩進んで、表示されたログを並べ替えて、最初に 15m の連絡先すべてを表示

し、次に 20m の連絡先を表示することができます。 バンド列見出しをクリックして、上向

きまたは下向きのソートまたはソートの降順を示す矢印を確認します。 バンド列見出しを

1 回または 2 回クリックし、変更を観察します。 

以下は上記の例のイメージです。このイメージは Example logbook.spq という名前の Query

に基づいており、通常は次のディレクトリにあります。... ¥ SWISSLOG ¥ Queries 

¥ Logbooks 
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6-14 Formatting Symbols – Used in Reports and Queries 

レポートとクエリを操作するときに、日付と時刻のフィールドに関連付けられたデータの書

式設定に使用される特殊記号が表示されることがあります。日付フィールドと時刻フィール

ドのほかに、他の数値フィールドのデータの書式設定に使用される別の特殊記号セットがあ

ります。たとえば、QRG（周波数）フィールドで使用されている記号を変更すると、定義

に従って、ログブック・ビューに表示されるデータが表示されます。 

クエリで使用されるシンボルの書式設定 - レポートウィザードにも適用されます 

書式設定シンボルの使用方法について詳しくは、このセクションでは"Logbook View - Using 

Queries"で説明したのと同じ例を使用します。 

SWISSLOG でログブックを作成し、サンプルクエリの 1 つを試したい場合は、以下の 3 つ

の手順に従ってください： 

 まず、QSO 入力ウィンドなどの開いているウィンドをすべて閉じます。このステップ

は必須ではありません。ただし、他のウィンドは現在必要ではなく、Swisslog ディスク

トップ環境を整理した状態に保ちます。 

 次に、ログブックファイルがロードされていない場合 - ログブックファイルをロード

する - メインメニューから File | Open Logbook-DB を選択し、利用可能なファイルの

一覧からログブック（your_log_filename.mdb）を選択します。 
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 第 3 に、メインメニューから View | Logbook-DB（Selection）を選択して Logbook 

View を開きます。これにより、2 つのウィンドが表示されます。 [ログブックの表示]ウ

ィンドは、Open SWISSLOG Report or Query [SWISSLOG レポートまたはクエリを開

く]というラベルの付いたアクティブなウィンドによって部分的に隠されています。ウィ

ンドの左側には、Query ディレクトリとサブディレクトリのリストがあります。 

Logbooks ディレクトリをクリックすると、右側にクエリ一覧が表示されます。次の名

前のクエリを選択します。例 logbook.spq（ファイル名をダブルクリックします）。 

ダイアログ・ウィンドウが閉じ、ログが[ログブックの表示]ウィンドに表示されます。 

ロードされたクエリの変更 

クエリにはさまざまな変更があり、ログの外観に影響します。ただし、このセクションで

は、時間と日付、QRG（周波数）、BandID などの数値フィールドのデータフォーマットを

制御するためのシンボルの記述に限定しています.- BandID は Band フィールドと同じでは

ありません。数値フィールドではありません。 

 メインメニューまたはポップアップメニューで[クエリ/フィールドの選択を関数から変

更]を選択します。 

 

 クエリーエディタが次のように表示されます。また、値エディタのポップアップメニュ

ーも表示されます。 
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クエリーエディタウィンドウの下部は、ビューログブックに表示される列を定義するセルの

ワークスペースまたはテーブルです。上記の画面イメージでは、値エディタメニューを有効

にした QSODate フィールドが選択されました。 

ログブック・ビューまたはレポートウィザードの QSODate フィールドの書式の変更 

最初に項目を選択し、項目をダブルクリックすると、値エディタが表示されます。値エディ

タに編集したいフィールドが表示されていることを確認します。間違って別のフィールドを

誤って選択することがよくあります。 

ヒント：フィールドを右クリックし、ポップアップメニューから Edit Properties [プロパテ

ィの編集]を選択して、値エディタを開くこともできます。 

上記の例では、QSODate フィールドに固有のいくつかのプロパティが Value Editor に表示

されています。リストの下部には、QSODate フィールドがログにどのように表示されるか

を定義する 5 つのプロパティがあります。 format プロパティを除いて、各プロパティは可

能な値のスクロールリストを提供します。 

QSODate Format プロパティは、スクロールリストから選択肢を提供しないため、多少異な

ります。多くのプログラムやオペレーティングシステムで使用されている標準の日付の略語

を入力することにより、使用する日付形式を定義できます。書式設定シンボルは、大文字で

も小文字でもどちらでも同じ結果が得られます。一般的な時刻と日付の形式のいくつかを以

下の表に示します。 
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ヒント：次のフィールドに使用される書式プロパティ。 QSODate、Day、Month、Year

は、Logbook View に表示される対応する値にのみ影響します。 

検索値に日付を使用する場合、日付は Windows オペレーティングシステムで定義された通

りに入力する必要があります。 エラーメッセージが表示された場合、または検索結果が空

のログブックになった場合は、検索で使用された日付形式が正しくフォーマットされている

ことを確認してください。 正しい形式を確認する簡単な方法は、日付列見出しの矢印をク

リックし、ドロップダウン・リストから（カスタム）を選択することです。 カスタムオー

トフィルタが表示されたら、右側の空のボックスのいずれかの横にある矢印をクリックしま

す。 カレンダーが表示されたら、[今日]をクリックします。表示された日付が正しい

Windows 形式になります。[キャンセル]をクリックして終了します。 

以下の表は、日付と時刻フィールドの書式設定に使用できる記号の完全なリストです。 こ

れらのシンボルは、クエリとレポートで使用できます。 
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ログフィールドビューまたはレポートウィザードの数値フィールド値の書式の変更 

周波数などの数値フィールドは、日付と時刻に関連するフィールドとは少し異なります。 

概念は基本的に同じですが、シンボルとそのフォーマットマスクは数値データに固有のもの

です。 以下は、昏睡を使用した周波数の例です。 

注：BandID も数値フィールドです.BandID は Band フィールドと同じではありません.Band

フィールドは数値フィールドではありません。 
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その他の有効な書式設定マスクには、次のものがあります： 

 

7 QSO グループ Groups 

QSO グループを作成する機能は、SWISSLOG のもうひとつの強力な機能です。 特別な注

意または処理が必要な QSO のリストを維持することができます。 たとえば、さまざまなア

ワードに合わせて QSO グループを作成することができます。 QSO グループリストには、

アワードに応募したすべての QSO が表示されます。 QSO グループは、QSL 印刷の管理に

も使用されます。 したがって、内部で定義された 1 つの QSO グループには、「QSL カー

ドの印刷ウィザード」を使用して QSL 印刷用に選択したすべての QSO が含まれています。 

QSO グループは、ログブック・ビューやレポートのソースとしても使用できます。 ログブ

ックの管理に使用するのと同じテクニックを使用して、QSO グループで作業することがで

きます。 QSO グループをメインログブック内のサブログブックと考えることは有益です。 

7-1 Create a QSO Group 

QSO-Group は次のように作ります： 

 メインメニューから Tools→QSO-Groups を選択するか、Logbook View または

Pivot Table View を右クリックし、Create a QSO-Group ...を選択します。 
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ダイアログ・ウィンドウ QSO-Group Selection が開きます 

 New ボタンを押して、以下のダイアログ・ウィンドウに表示されているように、さ

まざまなフィールドに入力します。 

 

 グループを永続的に保存するには[保存]ボタンを押し、次に[閉じる]ボタンを押しま

す。 

新しいグループに一意の ID が自動的に割り当てられます。 

7-2 QSO と QSO グループの追加 Add QSO's to a QSO Group 

例： 

ログブック・ビューまたはピボットテーブルビューから QSO を QSO グループに追加する

ことができます。 

QSO を QSO グループに追加するには、以下の手順に従います。 

次のビューのいずれかを開いて、QSO を追加する QSO グループを選択します： 

 ボタンを押して、Target-Group リストボックスからグループを選択します。 

 右クリックし、QSO グループを作成...を選択します。 

 QSO グループ選択ダイアログ・ウィンドウで、QSO を追加するグループを選択し

ます。 

QSO の追加： 

現在のビューに表示されている個別の QSO またはすべての QSO を追加できます。つま

り、手動で QSO を選択するか、または Swisslog 選択機能の 1 つを使用して、追加する

QSO を見つけることができます。 SWISSLOG で利用可能な選択機能については、ログブ

ック・ビューを参照してください。 
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さまざまな選択機能には、選択タブ、手動選択基準（手動タブ）、フィルタ機能、またはレ

ポートジェネレータで設計した特殊レポートなどがあります。 

 手動で QSO を追加する最も簡単な方法は、QSO をマウスでクリックすることです。 

ヒント：QSO のブロックを選択するには（最初の QSO をクリックし、Shift キーを押しな

がら を押したままブロック内の最後の QSO をクリックします。選択した QSO のブロック

が強調表示されます。 

連続したブロックにない複数の QSO を選択するには、Ctrl キーと組み合わせてマウスを使

用します。最初の QSO Click をクリックし、Ctrl キーを押しながらそれを押しながら、別の

QSO をマウスで選択します。追加の QSO を選択するには、それらをマウスでクリックし、

Ctrl キーを押してください。 

上記の 2 つの手法を組み合わせるには、マウスと Shift キーを押しながらブロックを選択

し、マウスと Ctrl キーを使用して単一の QSO を選択します。たとえば、ブロック QSO を

選択し、マウスと Ctrl キーを使用してブロック内の個々の QSO を選択解除することができ

ます。ログブックの表示をスクロールして選択プロセスを続行することもできます。 

ヒント：多数の QSO を見つけて選択する必要がある場合は、ログブック・ビュー内の多く

のフィルタリング機能または選択機能の 1 つ、またはフィルタリングと手動選択の組み合わ

せを使用する方が簡単です。 

次に、 ボタンを押して選択した QSO をグループに追加します。 

 表示された QSO を追加するには、選択機能の助けを借りて QSO を選択します。 

SWISSLOG で利用可能な選択機能については、ログブック・ビューを参照してくださ

い。 

次に、 ボタンを押して、表示された QSO をグループに追加します。 

QSO グループを監視する： 

グループビューウィンドウを開いて、そのグループに属する QSO を表示することができま

す。 これにより、どの QSO が QSO グループに追加されたかを監視し確認することができ

ます。 

グループビューウィンドウを開くには、 ボタンを押します。 
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7-3 Groups in Views and Reports 

QSO グループは、ログブックのビューとレポートのソースとして使用できます。 QSO-

Group をソースとして選択すると、すべての操作はこのグループに含まれる QSO でのみ実

行されます。 

ソースとして QSO グループを選択するには、次の手順に従います： 

 ログブック・ビューを有効にする。 

 ログブック・ビューで、右クリックして機能 QSO Source Group select を選択す

ると、QSO-Group Selection ダイアログ・ウィンドウが表示されます。 次に、使

用可能なグループのリストから、表示するグループを選択します。 

 これ以降、このグループに含まれる QSO だけが、ログブック・ビューで実行され

るすべての機能に使用されます。 QSO の編集/削除とレポートの印刷を選択するこ

とができます。以下の重要な注意を参照してください。 

重要：QSO グループだけでなく、ログブックから QSO エントリを完全に削除して

ください。 QSO グループからのみ QSO を削除するには、QSO グループビューコマンド

を使用します。 

QSO グループビューではなく、通常のログブック・ビューに戻るには： 

 Close ボタンをクリックします。Q QSO グループビューが閉じます。 

 メインメニューから View Lgbook（Selection）を選択して Logbook View を開きま

す。 これにより、2 つのウィンドが表示されます。[ログブックの表示]ウィンド

は、Open SWISSLOG Report または Query というラベルの付いたアクティブなウ

ィンドによって部分的に隠されています。 ウィンドの左側には、Query ディレク

トリとサブディレクトリのリストがあります。 Logbooks ディレクトリをクリック

すると、右側にクエリ一覧が表示されます。 ログブックを表示するために通常使

用するクエリを選択します。 

 ダイアログ・ウィンドウが閉じ、Logbook の表示ウィンドにログが表示されます。 
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8 複数 QSO の登録 Multiple QSO Update 

このセクションでは、SWISSLOG の機能について説明します。この機能を使用すると、い

くつかの QSO のフィールドをわずかな手順で更新または変更できます。 複数の QSO 更新

機能を使用すると、以下のことが可能になります。 

 Change a Field フィールドの変更 - いくつかの QSO のフィールドを同じ値に変更

します。 

 Update QSO's with Data QSO をデータで更新する - QSO を国別テーブルおよび/

またはコールブック データーベースからのデータで更新する。 

 Update QSO's with Information –QSO を情報で更新する - QSO を情報テーブルから

の情報で更新する - 例えば、DIG、AGCW、Ten-Ten の番号をログに既にある

QSO に追加するなど。 

 QSL-Sent Indicator の設定 - QSL カードを送信した QSO を更新します。 

8-1 複数の QSO でフィールドを変更する 

場合によっては、いくつかの QSO のフィールドを同じ値に変更したい場合があります。こ

れは、Logbook View ログブック・ビューの Edit ¦ Change を使用して簡単に実行できます。

以下の手順に従ってください。 

1 メインメニューから View | Logbook（Last または Selection のいずれか）を選択して

Logbook View を開きます。 

2 変更したい QSO を選択してください。最も簡単な方法は、QSO をマウスでクリックす

ることです。 

ヒント：QSO のブロックを選択するには（最初の QSO をクリックして Shift キーを押

したままブロック内の最後の QSO をクリックします）選択した QSO のブロックが強

調表示されます。 

連続したブロックにない複数の QSO を選択するには、Ctrl キーと組み合わせてマウス

を使用します。最初の QSO をクリックし、次に Ctrl キーを押しながらマウスを使って

別の QSO を選択します。追加の QSO を選択するには、それらをマウスでクリック

し、Ctrl キーを押してください。 
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上記の 2 つの手法を組み合わせることができます。マウスと Shift キーを押しながらブ

ロックを選択し、マウスと Ctrl キーを使用して単一の QSO を選択します。たとえば、

ブロック QSO を選択し、マウスと Ctrl キーを使用してブロック内の個々の QSO を選

択解除することができます。ログブックの表示をスクロールして選択プロセスを続行す

ることもできます。 

ヒント：多数の QSO を見つけて選択する必要がある場合は、ログブック・ビュー内の

多くのフィルタリング機能または選択機能の 1 つ、またはフィルタリングと手動選択の

組み合わせを使用する方が簡単です。 

3 変更する QSO を選択したら、次に変更するフィールドを選択します。変更するフィー

ルドのセルをクリックします。点線は選択したフィールドを囲みます。 

ヒント：マウスと Shift キーまたはマウスと Ctrl キーを使用して複数の QSO を選択し

た場合は、フィールドを選択するときに Shift キーまたは Ctrl キーを押す必要がありま

す。それ以外の場合は、フィールドを選択しようとすると、実際に選択した内容がキャ

ンセルされます。何も失われません。選択プロセスを繰り返すだけです。 

以下は、いくつかの QSO が選択され、バンドフィールドが選択されているログブック・ビ

ューを示しています。この画像は Simple logbook.spq という名前のクエリに基づいていま

す。Simple logbook.spq は通常、¥ SWISSLOG ¥ Queries ¥ Logbooks 

 

4 メインメニューから Functions ¦ Edit ¦ Change を選択するか、ログブック・ビューを右

クリックして、以下に示すポップアップメニューを有効にします。 
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5 手順 3 で選択したフィールドに応じて、選択ウィンドまたは入力ウィンドが表示されま

す。 このダイアログ・ウィンドウでは、フィールドに入力する値を定義することがで

きます。 

ヒント：Own-QTH フィールドなどの My-QTH テーブルの一部であるフィールドを選択

した場合は、入力ウィンドから新しい値を入力することはできません。既存の My-QTH

エントリのうち、 選択ウィンド。 したがって、My-QTH の値を新しい値に変更する必

要がある場合は、QSO を変更する前に、QSO Entry Window - My-QTH Page を使用し

て新しいエントリを作成する必要があります。 これは、誤って修正することが非常に

困難な複数の QSO の My-QTH 値を誤って変更するのを防ぐための安全なガードです。 

以下の画像は、QTH フィールドを変更するための選択ウィンドを表示しています。 

 

下の画像は、オペレーターフィールドを変更するための入力ウィンドを表示しています。 

 

6 適切な選択を行うか、入力ウィンドに新しい値を入力し、「OK」をクリックします。 
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7 次の警告が表示されます: 

 

重要：変更プロセスを停止する最後のチャンスです。変更を確実に行う場合は[Yes]をクリ

ックしてください。 

8-2 Update QSO's with Data from the Country Table and/or from a 

Callbook Database 

カントリー・テーブルおよび/またはコールブック データーベースからのデータで QSO を

更新する 

Update QSO の機能を使用して、すでにログに記録されている QSO のデータフィールドの

一部を自動的に入力することができます。これは、（CD またはインターネットのいずれか

を使用して）CallBook データーベースおよび/または Country Table から情報を検索するこ

とによって達成される。あなたはこの機能が特に役立つかもしれません... 

 Callbook DB または Country Table が更新されている場合。 

 最初に QSO に入ったときに Callbook CD を入手できなかった場合は、 

 QTH の地理的位置を変更し、距離と方位角データを更新したい場合は、 

 名前、QTH、州、郡、IOTA などの QSO を最初に入力したときに導入されなかっ

たデータを入力したい場合に使用します。注記：州または郡を更新する場合、現在

のものは QSO 中の運用場所とは同じではない可能性があることに留意してくださ

い。 

Country-Table（カントリーテーブル）とコールブック CD のデータによる QSO の更新機能

は、Logbook View（ログブック・ビュー）内でアクセスできます。 

1 メインメニューから View | Logbook-View（Last または Selection のいずれか）を選択

して Logbook View を開きます。 

2 ここで、更新したい QSO を選択してください。最も簡単な方法は、マウスを使って

QSO をクリックする方法と、SWISSLOG で手動選択とフィルタリング機能を組み合わ
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せて使用する方法です。手動で QSO を選択する方法については、上記セクションの第

2 項を参照するか、ここをクリックしてください。 

ヒント：多数の QSO を見つけて選択する必要がある場合は、ログブック・ビュー内の

多くのフィルタリング機能または選択機能の 1 つ、またはフィルタリングと手動選択の

組み合わせを使用する方が簡単です。 

3 メインメニューFunctions ¦ Update QSO's with Data from Country-Table または Internet 

Databases インターネットデータベースのデータで QSO の更新を選択するか、

Logbook View（ログブックビュー）を右クリックしてポップアップメニューをアクティ

ブにします。以下のように QSO の更新ダイアログ・ウィンドウが表示されます。 

 

4 更新したいフィールドをチェックしてください。 

注：SWISSLOG は、[Replace existing value]の横にあるチェックボックスをオンにしない限

り、空のフィールドのみを更新します。 

5 更新したいすべてのフィールドに印をつけたら、Refresh QSO's をクリックしてくださ

い。 

ヒント：ログのサイズ、変更の回数、およびコンピュータの速度に応じて、更新プロセ

スにはかなりの時間がかかり、忍耐強く待つ必用があることがあります。 
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8-3 情報テーブルからの情報で QSO を更新する Information Tables 

DIG、AGCW、Ten-Ten International は、アマチュア無線活動を促進し、他のクラブ会員と

の連絡を促す組織です。 一般的に、これらの組織は会員に会員番号を発行するため、会員

番号は個人のコールサインに関連付けられます。 多くの場合、これらのクラブは、他のク

ラブ会員と一定の数の QSO を完了したことに基づいてアワードを授与するため、これらの

ユニークな連絡先を追跡する方法が必要です。 SWISSLOG はこれらの QSO を追跡するた

めの統計情報を多く実装しているため、会員番号が自動的に QSO に挿入されます。 

ただし、QSO をインポートしたり、ログに多数の QSO がある場合に統計を有効にする状況

では、すべての QSO にメンバー番号が表示されないことがあります。 QSO 更新機能を使

用すると、ログ内のすべての QSO に会員番号を追加することができます。 

1 メインメニューから Tools ¦ Update QSO's for Callsign based Statistics を選択します。 

 

2 次のダイアログ・ウィンドウが開きます。 

 

3 表示されたリストから、更新する統計を選択し、更新を押します。 
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8-4 QSO の QSL-Sent インジケータを設定する 

QSL カードまたは QSL ラベルを印刷したら、QSL-Sent インジケータを設定する必要があ

ります。 QSL-Sent インジケータは、以下の 3 つの機能のいずれかを使用して設定できま

す。 

 QSL Cards Wizard で印刷する。 

 QSL カード・ウィンドウを登録する（ログブック・ビュー内で） 

 ログブック・ビュー 

ログブック・ビューでの QSL 送信インジケータの設定 

1 メインメニューから View | Logbook-View（Last または Selection のいずれか）を選択

して Logbook View を開きます。 

2 ここで、更新したい QSO を選択してください。最も簡単な方法は、マウスを使って

QSO をクリックする方法と、SWISSLOG で手動選択とフィルタリング機能を組み合わ

せて使用する方法です。 手動で QSO を選択する方法については、上記セクションの第

2 項を参照してください。 

ヒント：多数の QSO を見つけて選択する必要がある場合は、ログブック・ビュー内の

多くのフィルタリング機能または選択機能の 1 つ、またはフィルタリングと手動選択の

組み合わせを使用する方が簡単です。 

3 メインメニューから Functions ¦ Set QSL-sent Indicator を選択するか、ログブック・ビ

ューを右クリックしてポップアップメニューをアクティブにします。 QSL Action ダイ

アログ・ウィンドウが表示されます。リストから適切な値を選択するか、新しい値を入

力します。通常、アクションは SENT です。 次に OK をクリックします。 
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9 Statistic Views(統計ビュー) 

概要 

スイスログバージョン 5 以降、対応する情報テーブルを備えた多数の統計情報があらかじめ

定義されています。統計は標準統計と呼ばれ、データーベース SWLSTAT.MDB に格納され

ます。このデーターベースは更新できません。情報テーブルまたは新しい統計情報の更新が

利用可能になったときに置き換えられます。 

SWLSTAT.MDB には、標準の統計レポートテンプレートも含まれています。統計情報と同

様に、ログデータベースに保存されているプライベートテンプレートを追加することができ

ます。 

デフォルトでは、すべての統計がアクティブです。有効とは、新しい QSO を入力するたび

にすべての統計がチェックされ、QSO が統計に適格かどうかを確認することを意味しま

す。これには CPU 処理時間が必要であることは明らかです。したがって、興味のない統計

を無効にすることができます。 

限られた数のフィールドしか統計情報を格納することができないため、フィールドの競合が

存在する場合は、変数統計が使用されます。フィールド競合は実行時に検出されます。プラ

イベート統計を定義すると、QSO に入るときにエラーメッセージが表示されます。競合す

る統計情報のいずれかを無効にするか、別のフィールドを使用するか、変数統計を使用する

必要があります。統計の新しいフィールドを再割り当てする関数が用意されています。統計

の競合の解決を参照してください。 

9-1-1 統計情報表示 Statistic Views 

SWISSLOG は統計情報を表示するための 3 つのビューを提供します。 
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Statistic（View）：統計情報のすべての情報をウィンドに表示します。 

Statistic-Quick-View：小さなウィンド内の現在選択されている QSO に関連する統計情報の

みを表示します。 この情報は、選択した QSO が変更されるたびに動的に更新されます。 

Statistic-Quick_Info：現在選択されている QSO に関する以下の情報が表示されます。 

 DXCC 情報 

 選択した統計情報の要約 

 オプションで、現在の局との以前の QSO のリスト 

9-1-2 ビューの統計の選択 Selecting a Statistic for a View  

Statistic-View および Statistic-Quick-View の場合は、表示する Statistic と、Display に使用す

る Statistic-Report-Template を選択する必要があります。 選択したときに統計選択ダイア

ログが表示されます 

View ¦ Statistic 又は 

View ¦ Statistic-Quick-View 

 

Statistic Selection ダイアログには 2 つの部分があります。 



138 

 

 左側の Statistic Selection を使用して統計情報とレポートテンプレートを選択します 

 右側の Statistic Report Template 定義。選択したレポートのプロパティが表示さ

れ、新しいレポートテンプレートを追加したり、既存のレポートテンプレートを変更し

たりすることができます。既存のレポートテンプレートを一時的に変更することもでき

ます。save ボタンを押さないでください。 

Statistic Selection 統計選択 

これは、Favorite Statistic Views, Private Statistics と Standard Statistics. To select a 

Statistic View を含むツリービューです。統計ビューを選択するには、Favorite [お気に

入り]を選択するか、Private [プライベート]または Standard Statistic [標準統計]セクショ

ンで統計を選択し、統計が選択されたときに表示されるレポートのリストから Report 

Template（レポートテンプレート）を選択します。 

セクションを開いたり閉じたりするには、+または - 記号を押します。 

 

Favorite Statistic Views（お気に入り統計ビュー）は、少なくとも 1 つのお気に入りビ

ューを追加した場合にのみ表示されます。それはあなたの好きな統計ビュー

（Statistic/Report Template（統計/レポートテンプレート）の組み合わせ）を含んでい

ます。これにより、お気に入りの統計ビューを素早く選択することができます。 

Add a Favorite（お気に入りを追加）するには： 

 統計とレポートテンプレートの選択 

 Add Favorite ボタンを押します 

 表示されるダイアログにお気に入りビューの名前を入力します。 

Statistic Report Template Definition（統計レポートテンプレート定義） 

詳細は、Create a Statistic-Report Template 「統計 - レポートテンプレートの作成」を

参照してください。 

9-1-3 統計の無効化 Deactivating Statistics 

興味のない統計情報を無効にすることができます。これにより、QSO に入る際のパフォー

マンスが向上します。 SWISSLOG は、QSO がアクティブな統計情報を確認し、フィール

ド名をプロンプトに設定し、統計情報定義に定義されているフィールドに情報テーブルをリ



139 

 

ンクします。 統計を無効にすると、このプロセスから除外されるため、QSO の入力が高速

になります。 

統計を無効にするには Options ¦ Active Statistics を選択 

次のダイアログで統計を無効にするためのチェックマークを削除します

 

注意してください！ 特定の統計を無効にした後、予期しないことが起こる可能性がありま

す。 たとえば、WAS および US_COUNTIES 統計を無効にすると、米国州および米国郡情

報テーブルは、Region および Sub-Region フィールドに自動的に割り当てられません。 

Region フィールドの名前が「State」に変わらず、Sub-Region フィールドの名前が

「County」に変わらないときは、これに気づくでしょう。 例： 

 

あなたがこれらの 2 つの統計を無効にして、米国の局を記録するならば、リストから郡を選

択することを無効にすることはなくなります - 上記のエラーメッセージが表示されます。 

9-1-4 統計ビュー Statistic View 

Statistic View [統計ビュー]には、選択した統計が分割画面ウィンドに表示されます。 マウ

スの右ボタンを押すとポップアップメニューが表示され、いくつかの統計機能が追加されま

す。 統計ビューには、データーベースのすべての QSOs または特定の QTH から作成され

た QSO のみを含めることができます。 

統計ビューを表示するには、Ctrl + S キーを押すか、 
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SWISSLOG のメインメニューView  | Statistic を選択します。 

Statistic Selection（統計選択ダイアログ）が表示されます。 

 表示する統計を選択する 

 レポートテンプレートを選択する 

 OK を押す 

 統計が表示されます。 

 

9-1-5 統計ビューの機能 

統計ビューでは次の機能を使用できます 

 統計セルに属する QSO を表示する 

統計セルに属するすべての QSO をダブルクリックして表示することができます。

これは、アワードの QSO を選択するのに便利です。 

 ポップアップメニュー。 マウスの右ボタンを押すと、ポップアップメニューが表

示されます。 
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 ビューには、一時的にテンプレートのプロパティを変更できるダイアログが表示されま

す。 

 Refresh Statistic は統計を再計算します。 統計ビューがアクティブな間に QSO を追加

または変更した場合は、これを使用します 

 選択したセルのすべての QSO を表示：セルが表す統計エントリーキーに属するすべて

の QSO を表示します。 セルをダブルクリックすると、セルに表示されているステータ

スに対応する QSO だけが表示されます。 例：80m CW で、ドイツで確認したすべて

の QSO を表示するには、DL / 80m / CW のセルをダブルクリックすると、QSO が表示

されますが、確認されていない QSO は表示されません。 

 Print：統計を印刷する 

 Print Totals：合計セクションのみを印刷します 

 Select / Edit Statistic：別の統計または別の統計 - レポート - テンプレートを選択しま

す 

 Export Details：統計情報の詳細のエクスポート 

 Export Totals：統計的な合計をエクスポートする 

 Colors：統計セルの色を選択します 

9-1-5-1 統計のクイック表示 Statistic-Quick-View  

Statistic-Quick-View は、現在選択されている QSO の統計情報を含む小さなウィンドを表示

します。たとえば、その国の DXCC 統計、このゾーンの WAZ 統計などが、異なるバンドと

異なるモードで表示されます。 
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クイックビューは Statistic-Views と同じ方法で開きますが、メインメニューから Statistic-

Quick-View を選択する必要があります。 

 

統計セルに属するすべての QSO をダブルクリックして表示することができます。 

9-1-5-2 クイック統計表示の情報 Statistic Quick-Info 

Statistic-Quick-Info ウィンドには、現在選択されている QSO に関する以下の情報が表示さ

れます。 

 DXCC 情報 

 選択した統計情報の要約 

 オプションで、現在の局との以前の QSO のリスト。 

このウィンドは、新しい QSO を入力するたびに更新されます。 また、ログブック・ビュー

の新しい QSO が選択された場合、または DX メッセージウィンドウで DX メッセージが選

択され、'Update Quick Stat. automatically'「クイックスタットの自動更新」オプションが選

択された場合にも更新されます。 対応するウィンドも設定されます。 

 これは分割画面ウィンドです。 画面部分を再調整するには、分割バー（表と項目

の間）をドラッグします。 
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 クイックビューを開くには： 

 Ctrl + V を押します。 

 ボタンを押す。 

 メインメニューから View | Statistic Quick-Info を選択します。 

 ポップアップメニュー（マウスの右ボタン）を使用してクイックビューを設定する 

 

 Colors：を選択します 

 Change Layout：（アウトの変更）前の QSO グリッドのフィールドを選択して配置し

ます 

 Export：統計情報をエクスポートする 

 Select Statistic：表示すべき統計を選択する 

9-1-5-3 統計用テンプレートの作成 Create a Statistic-Report Template  

Statistic-Report-Templates は、統計情報ビューに表示される情報の内容と方法を定義しま

す。 
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統計情報と同様に、標準および非公開の統計レポートテンプレートがあります。 プライベ

ートテンプレートは追加および変更できますが、標準テンプレートは追加および変更できま

せん。 統計選択ダイアログで統計レポートテンプレートを追加または変更します。 つま

り、統計レポートテンプレートを操作するには、統計ビューを開く必要があります。  

選択 

View ¦ Statistic 又は View ¦ Statistic-Quick-View を選択。 

 

 New を押して新しいテンプレートを作成します。 

 Name フィールドにテンプレートの名前を入力します。 

 ボックスにチェックマークを付ける（左クリックする）ことで、この統計情報を表示す

る Bands バンドと Modes モードを選択します。これらは Report-Bands と-Mode であ

ることに注意してください。バンドとモードが配置されているシーケンスは、それらが

統計に表示される順序を決定します。エントリを選択し、対応する矢印で上または下に

移動することで、シーケンスを変更できます。 

 統計に適用する QSO を含む QTH を選択します。 QTH が選択されていない場合は、す

べての QSO が統計値をカウントします。 
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 Displayed で表示するセクションを選択： 

Detail：詳細セクションを表示します。これは、可能な統計エントリごとに 1 行を意味

します。 

Total：合計カウンターを表示します。 

Description：各統計項目の DXCC-Country-name のような詳細な説明を表示します。詳

細情報は、統計に関連する情報テーブルから検索される。 

Needed：「必要な」Statistic-Entries も表示します。情報テーブルは、このオプション

の統計情報と関連付ける必要があります。 

Deleted：「削除済み」Statistic-Entries も表示します 

still needed：まだ必要な Statistic-Entries だけを表示する 

 レイアウトを選択します。統計は、最初に Band、次に Mode（Band/Mode）、または

最初に Mode、次に Band（Mode/Band）順に並べ替えることができます。 

 保存を押すと、新しいテンプレートが保存されます。 

9-2 Define Statistics 統計の定義 

SWISSLOG には、SWLSTAT.MDB データーベースに格納されているいくつかの事前定義済

統計が含まれています。これらの統計は Standard Statistics（標準統計）と呼ばれます。 

SWLSTAT.MDB には、統計情報定義と情報テーブルが含まれています。この DB は変更で

きません。情報テーブルまたは統計情報の更新が利用可能になるたびに、DB が置換されま

す。 

事前定義されていない統計が必要な場合は、Private Statistic（プライベート統計）を作成で

きます。標準統計とは異なり、これらのプライベート統計はログデータベースに保存されま

す。 

標準統計を変更する場合は、まずそれをエクスポートしてから、それを Private Statistic プ

ライベート統計としてインポートする必要があります。次に、名前を変更し、対応する標準

統計を非アクティブにする必要があります。 

限られた数のフィールドしか統計情報を格納することができないため、フィールドの競合が

存在する可能性があります。フィールド競合は実行時に検出されます。プライベート統計を

定義すると、QSO に入るときにエラーメッセージが表示されます。競合する統計情報の 1
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つを無効にするか、別のフィールドを使用するか、他の統計値と同じキーを使用する場合は

統計値を Sub Statistic（サブ統計値）として定義するか、変数統計値を使用する必要があり

ます。統計の新しいフィールドを再割り当てするための関数が用意されています。resolve 

statistic conflicts（統計の競合の解決）を参照してください。 

9-2-1 統計定義のインポート Import a Statistic Definition 

SWISSLOG 統計定義ファイルは、以下のファイル拡張子 .INS を使用し、通常は Info ディ

レクトリにあります。 しかし、インターネットなどの他の情報源から統計的定義を得るこ

とも可能です。 その場合は、保存場所を覚えておく必要があります。 

統計をインポートするには、メインメニューから File => Statistic Import / Export => mport 

Statistic を選択します。 

次のダイアログが表示されます: 

 

 Directory Box で、統計定義を含むディレクトリを選択します。 

 Import-File ボックスで、インポートする統計の統計定義ファイルを選択します。 

 Import ボタンを押します。 

9-2-2 統計定義を作成する Create a Statistic Definition  

統計を定義することは、経験を必要とし、十分な計画を必要とする作業です。したがって、

例を使用して段階的に説明します。 DOK 統計を定義します。 DOK はドイツの Local 

Amateur Group（Section）の略です。注：DOK はすでに標準統計として定義されていま

す。ここでは、統計の定義方法を示すためにのみ使用されています。 

統計に使用される概念 

統計的定義の記述から始める前に、SWISSLOG 統計の基本概念の 1 つを説明する必要があ

ります。以下は、SWISSLOG がどのように統計に含まれる QSO を選択するかを簡単に説

明します。 
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QSO は統計に含まれています 

 

ほとんどの統計定義には、統計の QSO を選択する SQL クエリが含まれています。注：すべ

ての統計定義に SQL クエリが含まれているわけではありません。❑SQL クエリは、QSO の

統計ではなく、たとえば、DXCC 統計には SQL クエリがありません。統計に SQL クエリが

含まれている場合は、統計に使用する QSO の数を正確に定義することができます。クエリ

を使用して、統計を計算するために使用される QSO を選択します。この概念により、いく

つかの異なる統計に同じフィールドを使用することが可能になります。複数の使用フィール

ドの非常に良い例は Region フィールドです。地域は国独自のものです。したがって、すべ

ての国の地域情報を同じフィールドに入れて、各国ごとに異なる統計情報を作成することが

できます。クエリでは、統計の対象となる特定の DXCC の QSO を定義することができま

す。たとえば、次のように指定します。 

DOK 統計の DXCC = 'DL' 

H26 統計の DXCC = 'HB9' 

DDFM 統計の DXCC = 'F' 

TPEA 統計の DXCC = DXCC IN（ 'EA'、 'EA6'、 'EA8'、 'EA9'） 

新しい QSO を入力したときに QSO がどの統計情報を取得するかを決定するのにも同じ

Query が使用されます。これにより、次のことが可能になります: 

 Dynamically change the label of the field(フィールドのラベルを動的に変更します) ラベ

ルは、統計定義の Prompt [プロンプト]フィールドで定義されます 

 Associate an information table with a field(情報テーブルをフィールドに関連付ける) 

は、Information – Table（統計情報定義の情報テーブル）の項目グループに定義されて

います。これにより、異なる情報テーブルを同じフィールドに関連付けることができま

す。たとえば、次のようになります。 

 DOK 情報テーブルは DL QSO に関連付けられている 

 Kanton Info-Table は HB9 QSO に関連付けられています 

 DDFM 情報テーブルは F QSO に関連付けられています 
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 TPAE 情報テーブルは、EA、EA6、EA8、および EA9 QSO に関連付けら

れています 

SQL クエリは、レポートジェネレータの助けを借りて定義できるため、SQL を使用してプ

ログラムする方法を知る必要はありません。 

統計情報を含むフィールドを選択する 

まず、統計が基づいているデータを含むフィールドを定義する必要があります。フィールド

の選択方法については、 Fields for Award Information「アワード情報のフィールド」を参照

してください。 

DOK を PQTH テーブルにあるフィールド P_Sub_Region に配置します。これは、QSO 編

集ウィンドの QTH ページの入力フィールド Sub_Region に対応します。 

統計情報テーブルを作成する 

次の手順はオプションです： 

情報テーブル（インフォテーブルとも呼ばれる）には、統計項目に関する詳細情報が含まれ

ています。たとえば、IOTA Info-Table には各島の略語の完全な名前が含まれています。情

報テーブルに詳細情報を入力すると、統計ビューとレポートに表示され、QSO に入るとき

に情報を参照することができます。 

この例では、すでに DOK 情報テーブルを作成しているものと仮定します。詳細について

は、How to create Information-Tables「情報テーブルの作成方法」を参照してください。 

9-2-3 DOK 統計の作成 Create the DOK Statistic   

メインメニューから、Edit => Define Statistics を選択します。 これにより Create/Change 

Statistic Definitions ビューが開きます。 

 Overview ページを選択します。 
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ページの上半分には既に定義されている統計のリストがあります。 デフォルトでは空で

す。 標準統計を見るには、下にあるチェックボックスを選択する必要があります（画像に

示されています） 

 New ボタンを押します。 

これにより、新しい統計を定義できるページが開きます。 次に、結果が次の例のように表

示されるようにフィールドを入力します： 
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次の表に、フィールドと値を入力する必要があります： 
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これで、DOK 統計の定義は完了です。 

保存ボタンを押し、統計定義ダイアログを閉じます。 
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9-2-4 Create Check-SQL 

 Check-SQL を作成するには、 ボタンを押してください。 

 ボタンを押して PQTH テーブルを追加する 

 テーブルの追加ダイアログを閉じる 

 PQTH テーブルから P_DXCC を選択し、グリッドにドラッグします 

 P_DXCC フィールドをダブルクリックすると、値エディタウィンドウが開きます 

 Filter [フィルタ]タブを選択します 

 Number で Filter 1 を選択 

 Command で 'Equal To Is'を選択します 

 値 1 に DL を入力 

 Value Editor を閉じる 

 report generator を閉じる 

 Yes をクリックして Report(レポート)を保存する 
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9-2-5 Variable Statistic 

変数統計では、QSO には存在しないフィールドを持つ統計を作成できます。 実際、各可変

統計量は新しい QSO フィールド（32 文字ストリング）を表します。 

各可変統計量について、1 つの値フィールドとそれが属する QSO（QSONr。）への参照を

含むテーブルが作成されます。 

このタイプの統計は、Diploma(ディプロマ)、Spec(スペック)または Sub-region(サブリージ

ョン)のフィールドを使用する方法がない場合にのみ使用します 

9-3 Defining Report-Modes and Report-Bands 

レポートモードとレポートバンドは、レポートの目的でモードとバンドをグループ化するた

めに使用されます。 

例： 

伝統的な HF バンド（80m、40m、20m、15m、10m）のうちの 1 つで特定の数の局を操作

しなければならないというアワードを引きます。 これらのバンドのどれが作業されたかは

問題ではありません。 この目的のために、このルールを反映した Report-Band を定義する

ことができます。 つまり、局が 5 つのバンドのうちの 1 つで作業されていた場合、バンド

は統計に「働いた」と表示されます。 レポートバンドを定義し、それを DIPA-HF

（diploma「ディプロマ」A の HF バンド）と呼ぶことにします。 

注：統計に間違ったバンドまたはモードが含まれていると、その理由はおそらくレポートバ

ンドまたはモードにエラーがあるためです。 

 SWISSLOG を起動する 

 [編集]を選択します。 バンドを追加/編集します。 

 

 これにより、'Create/Change Statistic Definitions' [統計定義の作成/変更]ビューが開きま

す。 
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 [Report Band]ページを選択します。 左側の "Name"ヘッダーには、実際の QSO バンド

に対応していないすべてのバンドが表示されます。 右側のリストボックスには、選択

した Report-Band に含まれる QSO-Band が表示されます。 中央には、Report-Bands

の一部として選択できるすべての QSO バンドのリストが表示されます。 

 「New」ボタンを押し、「Report-Band-Name」フィールドに「DIPA-HF」と入力しま

す。 

 「リストの 1 つのバンドが必要です」をクリックすると、Report-Band に含まれるすべ

ての QSO バンドのうち 1 つが統計ステータス（作業、確認済み）を満たすために必要

となります。 「リストのすべてのバンドが必要です」を選択すると、Report-Band に

含まれるすべての QSO バンドは、Report-Band が対応するステータスになるまで、統

計ステータス（確認済み、作業済み）を持たなければなりません。 

 バンドリストで 10m、15m、20m、40m、80m を選択します。 

 結果は次のようになります。 

 

 Save を押してセーブします。 

ここで最初の Report-Band を定義しました。 この Report-Band は、すべての統計ビューで

使用できます。 
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レポートモードを定義するプロセスは同じです。最初は 'Edit | Add/Edit Bands'を選択する

だけです。 

9-4 フィールドでソートされた定義済み統計情報の定義 Predefined 

Statistics Definitions sorted by Field 
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9-5 統計フィールドの競合の解決 Resolve Statistic Field Conflicts  

概要 

フィールドの競合は存在するフィールドは、複数の統計情報を格納するために使用されま

す。 唯一のルールである 1 つの統計値の値のみを含むことができる多くの統計にフィール

ドを使用できます。 すべての QSO がすべての統計に適格であるわけではないので、QSO

がフィールドを共有する複数の統計に適格でない限り、フィールドを共有することができま

す。 check-sql は、QSO が統計に適格かどうかのチェックに使用されます。 

事前定義された統計の新しいコンセプトのため、競合が存在する可能性があります。 この

ような競合を解決するために、この機能が提供されています。 統計に他のフィールドを割

り当てることができます。 既存の値は新しいフィールドにコピーされます。 しかし 
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注意！ 値は、バージョン 5 のインストール時に保存された以前のバージョンのデーターベ

ースからコピーされます。 したがって、バージョン 5 で QSO をログに記録する前に、競

合を解決してください。 

統計フィールドの競合を解決する方法： 

Tools ¦ Resolve Statistic Field Conflicts 

次のダイアログが表示されます 

 

これは、私的および標準的な統計を示しています。 プライベート統計情報のみを変更でき

ます。 すべての統計は、競合しないフィールドを見つけるためのヘルプとして表示されま

す。チェック SQL を比較して、空きフィールドを見つけます。 見つけられない場合は、

S_Key を使用してください。 これにより、可変統計が作成されます。 

統計のフィールドを変更するには： 

 Statistic（統計）を選択する 

 'New Field'「新規フィールド」リストボックスから新しいフィールドを選択します。 

 Change Field を押します。 
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フィールドの変更には時間がかかる場合があります。大きなデーターベースをお持ちの場合

は、辛抱強くお待ちください。 

10 インターネットと Telnet（テルネット）のサポート 

今日、ますます多くのアマチュアがインターネットに常時接続しており、インターネットは

私たちの多くにとって付加的なツールとなっています。 そこでインターネットを可能な限

りシームレスに SWISSLOG に統合しました。 現在、SWISSLOG は次の機能をサポートし

ています。 

 インターネットのコールサインのデーターベースの交信を検索する 

 QSL-Manager データーベースでの QSL マネージャの検索 

 DX-Clusters へのアクセスと DX スポットの読み取りをサポートする Telnet の

サポート 

 オンラインログ 

 クラブログツール 

 アワード情報を更新する 

10-1 インターネットのコールサインのデーターベースを検索する 

QSO-Entry ウィンドでコールを入力すると、SWISSLOG は Radio Amateur Callbook や

Buckmaster のようなローカルデータベースでコールの詳細を検索したり、SWISSLOG がイ

ンターネットデータベースでコールの詳細を検索するように定義することができます。 現

在、SWISSLOG は QRZ、HAMQTH、HamCall QRZ データーベースをサポートしていま

す。 最初のデーターベースにコールが見つからない場合、両方の CD が検索されます。 

ツールバーにある対応するボタンを押すことで、インターネットコールブック DB の Web

ページを開くこともできます。 現在の Call as argument を含む Web ページを開きます。 

現在の交信は、アクティブなウィンドで選択されている交信です。 ログビューウィンドウ

では、Quick-Stat の自動更新オプションが有効になっている必要があります。それ以外の場

合は、現在のコールは設定されていません。 

Search QSL Managers in QSL Manager Databases QSL マネージャの検索 
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SWISSLOG では、多数のローカルおよびインターネットの QSL データーベースを検索でき

ます。 定義したすべてのデーターベースが検索され、すべての検索結果が特別なウィンド

に表示されます。 

Update Award Information アワード情報の更新 

TOOLS メニューの "Update awards information（internet）"というオプションが利用できま

す。これは、ユーザがインターネットから次の情報テーブルを定期的に更新できるように、

多くのオプションを含むサブメニューです。 

 30MDG、AGCW、BCA、BDM、CWOPS、DIG、DMC、EA QRP、EPC、FISTS、

FOC、HSC、EHSC、SHSC、VHSC Lynx DX Grorp、MF、NDG、RTC、SKCC、TEN 

TEN、URE 

 

 アワードの参照：ARLHS、DCE、DCI、DEE、DEFE、DERESP、DFCF、DMVE、

SOTA、WCA、WFF。 

 ユーザ：LOTW および eQSL AG。 

これらのオプションの 1 つを実行すると、Swisslog は公式の Web サイトからすべての

members/references（メンバー/参照）の更新されたリストをダウンロードし、対応する情

報テーブルにインポートします。選択したオプションのメンバー数/参照数に応じて、実行

には時間がかかることがあります。進行状況バーが表示されます。 

重要：AGCW、DCE、DEE、DERESP、および HSC テーブルを更新するには、コンピュー

タに Microsoft Excel / OpenOffice がインストールされている必要があります。そうしない

と、これらの情報テーブルを更新することができなくなります。 

すべてのオプションを実行する "Update ALL"オプションも含まれています。コンピュータ

の速度とインターネット接続によっては、すべてを更新するのに時間がかかることに注意し

てください！ 例：Core 2 Quad コンピュータと 5Mb ADSL 接続では、すべてを更新する

のに約 13 分かかります。 Swisslog を単独で使用できるようにコンピュータを使用してい

ない場合は、このオプションを使用することをお勧めします。これらの統計情報をすべて更

新するには、Swisslog の更新版を待つ必要はありません。将来のバージョンでは、頻繁にま

たは時々参照が変更されるすべてのアワードを実施する予定です。 
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すべてのアワードのマネージャがインターネット上で references / members（参照/メンバ

ー）の適切なリストを入手できるわけではありません。いくつかのアワードマネージャー

は、自動データ抽出（すなわち、PDF フォーマット）を困難にする複雑なフォーマットで

リストを公開しています。このような形式でデータを抽出するには、特別なツールや手作業

が必要です。その場合、Swisslog が公式サイトの代わりに Swisslog サーバから適合フォー

マットをダウンロードできるように、手動でフォーマットを調整します。 

起動時に、Swisslog は更新が必要なテーブルを通知するメッセージを表示し、最後の更新以

降の日数を示します。私は、LOTW / eQSL 会員リストのための 30 日間の警告期間、アワー

ドのための 60 日間、クラブ会員資格のための 180 日間の警告期間を設定しました。 

Swisslog は、メッセージが表示された直後に更新するかどうかを確認するメッセージを表示

します。 

すべてのアワード/クラブの最新情報をダウンロードする Web リンクは、将来変更される可

能性があります。 Swisslog は、これらのリンクを構成ファイル（SWISSLV5.INI）の[URL-

List]セクションに保存します。特定のオプションを実行したときに永続的な「ホストが見つ

かりません」というエラーが発生した場合、Web リンクがおそらく変更されている可能性

があります。これを修正する新しい Swisslog バージョンがない場合、ユーザは構成ファイ

ルを編集し、影響を受けるリンクを手動で更新します。 

重要：新しいリンクのデータ形式は、古い形式と同じ形式を維持しなければならないことに

注意してください。そうしないと、エラーや破損したデータがインフォメーションテーブル

にインポートされることがあります。 

10-2 Telnet と IRC Support のサポート 

今日、ますます多くのアマチュアがインターネットに常時接続しており、インターネットは

私たちの多くにとって付加的なツールとなっています。そこで私は、できるだけシームレス

にインターネットを SWISSLOG に統合し、Telnet サポートを追加することにしました。 

DXTelnet や DXConcentrator のような SWISSLOG とのインターフェイスのような強力なプ

ログラムがいくつか用意されています。いくつかの理由があります。 

 第一に：楽しい！私はインターネット接続についてもっと学びたかったので、これを達

成する最善の方法としては、いくつかのプログラムを書くことなので、SWISSLOG を

自分の経験に使うことに決めました。 
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 基本的なインターネット機能の統合は、外部プログラムとの相互接続を望まない多くの

人にとって重要な役割を果たします。 

 QSL-ing のようなインターネット機能が計画されています。基本的なインターネット機

能が組み込まれているため、SWISSLOG は今後これらの機能を使用する立場にありま

す。 

SWISSLOG の Telnet サポートは、DXTelnet や DXConcentrator などの専門プログラムと直

接競合することはできません。 SWISSLOG は、Telnet サポートの基本機能を実装していま

す。これらの専用プログラムには、SWISSLOG にはない多くの特殊機能があります。あな

たの要件に応じて、これらのプログラムの 1 つを使用したいかもしれません（彼らのウェブ

サイトに行くために彼らの名前をクリックしてください）。 SWISSLOG Telnet のサポート

により、これらのプログラムに簡単に接続することができます 

10-2-1 概要 

SWISSLOG の Telnet サポートにより、次のことが可能になります： 

 無制限の Telnet と IRC（Internet Relay Chat）サーバに同時にアクセスする 

 サーバに自動的に接続して再接続する 

 接続されているすべてのサーバから受信した DX および WWV メッセージを抽出する 

 接続を 'バックグラウンド'で実行します。 つまり、DX と WWV のスポットを監視す

るためのウィンドを開く必要はありません 

10-2-2 クイックスタート 

ここでは、Telnet サポートを使用するための基本的な手順について説明します。 詳しく

は、詳細のセクションを参照してください。 

SWISSLOG の Telnet サポートは、Telnet Control ウィンドによって制御されます。 メイン

メニューから View | Telnet Control Window を選択して開きます。 

Telnet Control ウィンドは次のようになります。 
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Active Servers [アクティブサーバー]ページ（上記の例を参照）には、接続しているサー

バ、または接続されているが切断されているサーバの一覧が表示されます。 

 リストからサーバを選択すると、接続の詳細が表示されます。 

 ウィンドの中央の「Windows」セクションで：ボタン server / channel（サーバー/

チャネルウィンドウ）を開くかスイッチでサーバを切り替える。 

 ウィンドの右側に：接続ステータスと - 利用可能な場合 - 最後のエラーメッセー

ジ 

 Active Servers リストからサーバを削除するには、  Disconnect ボタンを押します 

 サーバに再接続するには、  Connect [接続]ボタンを押します。 SWISSLOG は自動

的に切断されたサーバを再接続しようとします 
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「Available Servers」ページ（上記の例を参照）には、接続できるサーバのリストが表示さ

れます。 接続するサーバを選択し、  ボタンを押します。 

個々のサーバーウィンドウ（下記の例を参照） 

 

アクティブな各サーバについて、トラフィックを監視するためのウィンドが使用できます。 

これらのウィンドは、手動で接続するとき、または Active Servers リスト     （例：

）のウィンドウボタンを押したときに開かれます。 ウィンドのレイアウトは、サーバ

の種類によって異なります。 DX-Spots（タイプ= DXC）を送信する Telnet サーバ用の

Windows には固定数のタブがあります。 IRC サーバの場合は、参加した各チャンネルごと

に別々のウィンドを使用できます。 

サーバを切断せずにウィンドを閉じ、Active Servers list [アクティブサーバー]リストタブの

ウィンドウボタンを使用してウィンドを再度開くことができます。 SWISSLOG は、ウィン

ドが閉じていてもトラフィックを監視します。 しかし、ウィンドを閉じると、現在表示さ

れているすべてのメッセージが失われます。 

10-2-3 詳細説明 Detailed Description  

このセクションでは、すべての telnet 機能の詳細な説明があります。 Telnet 接続を開始し

たいだけなら、クイックスタートセクションを読んでください。 このセクションでは、次

のトピックについて説明します。 

 Telnet Control ウィンド 

 Available Server リスト 

 サーバのソート、グループ化、検索 



167 

 

 サーバに手動で接続する 

 起動時に自動的に接続する 

 Active Server のリスト 

 サーバーウィンドウを開く/閉じる 

 サーバからの切断/ Active Server リストからのサーバの削除 

 トラフィックウィンドウ 

 DXC-Server ウィンド 

 IRC（インターネットリレーチャット）ウィンド 

 チャンネルウィンドウ 

 トーク機能 

 使用可能なサーバーリストの管理 

 スクリプト 

 スクリプトの例 

 特別な接続（DXTelnet、DXConcentrator） 

10-2-4 Telnet コントロールウィンド  Telnet Control window 

[Telnet Control]ウィンドは、Telnet 接続のコントロールセンターです。下記の事ができま

す： 

 サーバに接続する 

 サーバから切断する 

 サーバのプロパティを編集する 

 サーバーウィンドウを制御する 

Telnet Control ウィンドは、次のいずれかで開くことができます。 

 メインメニューから View | Telnet Control Window を選択するか、 

 Ctrl + T を押す 

Telnet Control ウィンドは次のようになります： 
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このウィンドには、Available Servers ページと Active Servers ページの 2 つのページがあり

ます。タブ名をクリックするとページが選択されます。 

Available Servers リスト（上記の例を参照） 

ここでは、接続できるサーバが一覧表示されます。サーバに接続するには、いくつかのパラ

メータを定義する必要があります。このページには、サーバーエントリを追加、削除、編集

するための機能が含まれています。しかし、サーバへの接続を開始する場所でもあります。 

サーバのソート、グループ化、検索 

ログブック・ビューで知られているほとんどの機能は、ここでも利用できます。 

 マウスで列ヘッダーをクリックしてリストをソートします。 1 回のクリックで昇降

します。 

 列のデータ部分をクリックして検索引数を入力することにより、段階的に検索しま

す。 

 ヘッダーの黒い矢印を押して、リストから必要な項目を選択して選択します。 

 列をグループパネルにドラッグして行の値をグループ化します。 

 列を目的の位置にドラッグして並べ替えます。 

サーバに手動で接続する 

 接続するサーバを選択し、  [接続]ボタンを押します 
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サーバを手動で起動すると、サーバーウィンドウが自動的に開きます。 DX-Spot フィルタ

リングには不要なので、ウィンドを安全に閉じることができます。 「アクティブサーバ

ー」ページからウィンドを開くことができます。 

起動時に自動的に接続する 

SWISSLOG が起動すると、自動的にサーバ接続を開始できます。インターネット接続が利

用可能になるとすぐに、SWISSLOG は自動開始フラグが設定されているサーバに接続しま

す。 SWISSLOG は、1 分ごとに接続を確認します。接続が確立するまでに時間がかかるこ

とがあります。自動的に起動したサーバのウィンドは開かれません。 Active Servers ページ

からウィンドを開くことができます。 

SWISSLOG の起動時に自動的にサーバに接続するには、Auto Start を ON に設定します。

これを行うには、目的のサーバを選択してボタンを押すか、サーバ名をダブルクリックしま

す。 

これにより、[Edit Server Configuration]ウィンドが開きます。 

 

Edit Server Configuration [サーバ構成の編集]ウィンドで、"Start Automatically" [自動的に開

始する]チェックボックスをオンにします。 

Save ボタンをクリックしてウィンドを閉じます。 インターネット接続が存在すると、この

サーバはサイレントモードに自動的に接続されます（ウィンドは表示されません）。 

Active Server のリスト 

Active Server リストは、Telnet 接続を制御する場所です。 このリストには、接続するすべ

てのサーバが含まれています。 実際の接続状態が表示されます。 サーバとチャネルのウィ
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ンドをアクティブにできますし、リストからサーバを削除することもできます。 サーバを

追加するには、available server list（可能なサーバーリスト）に移動し、connect [接続]ボタ

ンを押します。 Auto Start サーバがある場合、SWISSLOG を起動するたびに自動的にこの

リストに表示されます。 

 

このページは 3 つの部分に分かれています： 

 左側には、アクティブなサーバのリストが表示されます。選択したサーバの詳細が中央

と右側に表示されます。 

 中央の 'Windows'部分には、いくつかのボタンがあります。これらのボタンを使用する

と、リストされているサーバーウィンドウとチャネルウィンドウを切り替えることがで

きます。各ボタンはウィンドを表します。この例では、IRC サーバを選択し、#cqdx と

#IOTA という 2 つのチャネルに参加しました。したがって、3 つのボタンが表示されま

す： 

 最初の CQDX-IRC がサーバーウィンドウを制御します。 IRC サーバのこのウィ

ンドにはあまり進んでいませんが、時にはそれを見たいかもしれません。 

 2 番目のボタンは#cqdx チャネルウィンドウを表します。チャネルウィンドウ

は、IRC サーバ（例えば、他のオペレータとチャット）のために起こる場所で

す。 

 3 番目のボタンは＃IIOTA チャンネル、自分で作成したチャンネルを表します。 

Telnet サーバの場合は、1 つのボタンしか表示されません。すべてがサーバーウィンド

ウで行われます。 
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 右側の部分に現在のステータスが表示されます。これはアクティブなサーバに関する情

報です。また、何かが期待通りに機能しない場合に必要な情報もあります。 （私にと

って最も重要な項目は Trace Active チェックボックスです。このチェックボックスをオ

ンにすると、トレースファイルが現在のディレクトリに書き込まれます。問題が発生し

た場合は、このボックスにチェックを入れてトレースを送信してください。 

サーバーウィンドウを開く/閉じる 

SWISSLOG の Telnet サポートは、ウィンドを開かなくても実行できます。いつでもウィン

ドを開閉できます。 Active Server ページのウィンドウボタンを使用すると、ウィンドを開

くことができます。 

 ウィンドを開くにはサーバーリストのサーバを選択し、ウィンドウボタンを押します。

ウィンドがすでに開いているが、最小化または他のウィンドの後ろに隠れている場合、

サーバのウィンドがアクティブになります。ウィンドがない場合、ウィンドが作成さ

れ、サーバのトラフィックがウィンドに表示されます。開いているウィンドがない場

合、トラフィックは記録されません。 DX-Spots および WWV メッセージのみがフィル

タリングされ、対応するウィンドに表示されます.DX-Messages ウィンドの DX-Spots

および伝播予測のパラメータの WWV。 

 ウィンドを閉じるには、ウィンドの右上隅にある 閉じるボタンを押してください。

ウィンドが閉じられると、トラフィックはもう記録されません。 

サーバからの切断/ Active Server リストからのサーバの削除 

すべてのウィンドには切断ボタン がありますが、それらのすべてが同じように動作する

わけではありません！ 

 Active Server リストからサーバを削除せずにサーバから切断するにはアクティブサーバ

ーウィンドウの Windows 列にあるサーバ名ボタンをクリックして、切断するサーバの

ウィンドをアクティブにしてから、そのサーバのウィンド。切断ボタンをクリックしま

す。 

 Active Server のリストページの Active Server リストからサーバを削除する 

 サーバを選択し、Active Servers タブの Disconnect ボタンをクリックする

か、 
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 サーバを選択し、Available Servers タブの Disconnect ボタンをクリックし

ます 

Active Server リストからサーバを削除すると、そのサーバから切断されます。 

10-2-5 トラフィックウィンドウ Traffic windows 

トラフィックは'Traffic windows'「」に記録されます。ウィンドの種類は、接続しているサ

ーバの種類によって異なります。現在、3 種類のウィンドがサポートされています： 

 不明なタイプの Telnet サーバ用の Simple Server シンプルサーバーウィンドウ。着信ト

ラフィックはすべて同じページに表示されます。この種のウィンドは、サーバータイプ

が空または 'Std' （標準）の場合に開かれます。 

 DX-Clusters を実行するサーバ用の DXC-Server ウィンド。トラフィックは複数のスト

リームに分割され、それぞれ別々のページに表示されます。 

 IRC サーバー（インターネットリレーチャット）には 2 つのウィンドが使用され、 

 サーバーウィンドウ：サーバー・トラフィックをリストする Simple Server で

す。しかし、多くの既存の情報が含まれていないため、頻繁に使用することは

ありません 

 Channel windows:チャネルウィンドウ：チャネルごとに 1 つのウィンドがあ

り、IRC サーバ上の多くのチャネルに参加できます。これは物事が起こる場所

です。トラフィックは複数のストリームに分割され、別々のページに表示され

ます。さらに、他のユーザとのチャットのために、すべてのユーザを一覧表示

するユーザーページと無制限の数のユーザーページがあります。 

メッセージウィンドウのフォントを変更することができます。これを行うには、フォントを

変更するメッセージウィンドウにカーソルを置き、 ボタンを押します。 

DXC-Server ウィンド 
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ハイライトされたページタブは、まだ読んでいないデータがこれらのページに含まれている

ことを意味します。 

このウィンドには次の 5 ページがあります。 

 DX スポット：DX スポットはこのページに表示されます 

 WWV：このページに WWV メッセージが表示されます 

 To All：このページには、すべての 

 To Me：このページにはあなた宛てのトークメッセージしか含まれていません。 

SWISSLOG が登録されているコールサインがログオンに使用されます。 

 Server：上記のいずれかのページに収まらないすべてのメッセージがここに表示されま

す 

一番上の 5 つのボタンは、頻繁に使用されるコマンドのショートカットです。コマンド構文

はサーバによって使用されるソフトウェアによって異なるため、結果は常に同じではなく、

コマンドによっては機能しない場合もあります。 

コマンドは次のとおりです: 

 SH / DX：最後の DX スポットを表示します。受け取るスポットの数はサーバによって

異なります。いくつかの送信 5、他の 30 以上 

 SH / ANN 5：最後の 5 つのアナウンスを表示する 

 SH / WWV：最後の WWV メッセージを表示する 

 Send ANN：発表を送る。このボタンを押すと、次のダイアログが表示されます。 
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発表するメッセージを入力します。 すべての相互接続されたサーバにアナウンスを送

信する必要がある場合は、「Cluster Wide」チェックボックスをオンにします。 チェ

ックボックスがオンになっていない場合は、接続しているサーバー（ローカル）にの

みアナウンスが送信されます。 

 Send DX ：DX-スポットを送る。 このボタンを押すと、アクティブな QSO の情報が

あらかじめ入力された以下のダイアログが表示されます。 

 

     コメントを続けて記入できます。 

IRC (Internet Relay Chat) ウィンド 

#CQDX IRC チャンネルは、私が DX ネットワークに接続する好きな方法です。 

IRC サーバには 2 種類のウィンドが使用されます。 

 Simple Server ウィンド：サーバー・トラフィックを一覧表示するシンプルサーバーウ

ィンドウです。 終了情報が含まれていないため、これ以上説明しません 

 Channel windows： チャネルごとに 1 つのウィンドがあります。 IRC サーバ上の多く

のチャンネルに参加できます。 これは物事が起こる場所です。 トラフィックは複数の

ストリームに分割され、別々のページに表示されます。 さらに、他のユーザとのチャ

ットのために、すべてのユーザと任意の数のユーザーページをリストしたユーザーペー

ジがあります。 
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チャンネルウィンドウ 

 

ハイライトされたページタブは、まだ読んでいないデータがこれらのページに含まれている

ことを意味します。 

このウィンドには次のページがあります： 

 DX-Spots ：DX スポットはこのページに表示されます 

 WWV：このページに WWV メッセージが表示されます 

 To All：このページには、すべての 

 Channel：このページには、他のページの 1 つに割り当てることができないチャンネ

ルトラフィックが含まれます（たとえば、公開チャット） 

 Users：このページには、チャンネルに参加したユーザの一覧が表示されます。 こ

のページについては、後で詳しく説明します。 

 Talk pages:これらのページのそれぞれは、他のユーザとのプライベートトークチャ

ンネルを表します。 

上の 6 つのボタンは、頻繁に使用されるコマンドのショートカットです。 。 

コマンドは次のとおりです： 

 Part：/ Part コマンドを発行してチャンネルを離れる 

 SH / DX 5：最後の 5 つの DX スポットを表示 

 SH / ANN 5：最後の 5 つのアナウンスを表示 

 SH / WWV：最後の WWV メッセージを表示する 
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 Send ANN：アナウンスを送る。 このボタンを押すと、次のダイアログが表示さ

れます。 

 

メッセージを入力し、[OK]を押して送信します。 

 Send DX ：DX-Spot を送信します。 このボタンを押すと、アクティブな QSO

の情報があらかじめ入力されたダイアログが表示されます。 

 

コメントを続けて記入できます。 

Talk Function 

Talk Function（トーク機能）を使用すると、特定のユーザにメッセージを送信できます。 

SWISSLOG では、プライベートな「チャット」ごとに別々のウィンドを開くことができま

す。 2 ページには必要な機能が含まれています。 Users（ユーザ）ージでプライベートチ

ャットを開始し、Talk pages（トークページ）でチャットを行います。 

 

単一のプライベートメッセージを送信する 

ユーザの 1 人に 1 つのメッセージを送信するには： 
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 メッセージを送信するユーザを選択する 

 ウィンドの下部にある編集行にメッセージを入力してください 

 Enter を押す 

トークを開始する 

複数のメッセージを送信する場合や、長いチャットを入力する場合は、トークウィンドウを

作成します。 交換されたすべてのメッセージは、このトークウィンドウに記録されます。 

トークウィンドウを開くには： 

 メッセージを送信するユーザを選択する 

 'Add Talk Page'ボタンを押す。 ユーザのトークページが存在する場合、ボタンは

'Close Talk Page'「トークページを閉じる」に変更されます 

 ここでユーザの名前のページを選択し、メッセージの送信を開始する 

次に例を示します: 

 

プライベートメッセージを受信する 

誰かがあなたにプライベートメッセージを送ると、SWISSLOG は自動的にトークページを

開きます。 

10-2-6 Available Server のメンテナンス 

サーバに接続できるようにするには、SWISSLOG にはサーバを説明するいくつかのパラメ

ータが必要です。これらのパラメータは外部ファイルに保存され、起動時に SWISSLOG に

ロードされます。このリストは、Telnet Control ウィンドの[Available Servers]リストに表示

されます。ここで、サーバーエントリを追加、編集、および削除できます。サーバパラメー
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タを含む外部ファイルは、SWISSLOG のメインディレクトリに格納され、次の名前が付け

られています。 

 Telnetservers.Bin - これはロードされ、変更を含むファイルです 

 Telnetservers_orig.bin - このファイルは SWISSLOG で配布され、Telnetservers.Bin

が見つからない場合はロードされます。オリジナルの定義が含まれています。注：す

べての定義を検証していないので、定義が正しいことを保証するものではありませ

ん。 

サーバ項目を add 追加, edit 編集 又は削除 delete、するには、項目を選択してダブルクリッ

クするか、ボタンを押します。次のダイアログが表示されます。 

Edit Server Configuration「サーバ構成の編集」ウィンド 

編集ウィンドを開くと、手動で閉じるまで開いたままになります。 

 

Field の詳細 

赤色のフィールドは必須です 
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Scripts スクリプト 

サーバへの自動接続/再接続にはスクリプトが必要です。 ほとんどのサーバでは、ログイン

する必要があります。 それはあなた自身を特定することを意味します。 通常これは手作業

です。 サーバが要求を送信し、応答する必要があることを意味します。 スクリプトを使用

すると、このプロセスを自動化できます。 SWISSLOG が特定の単語または一連の単語を待

つことを定義することができます。これらの単語が受け取られると、次のスクリプト行が実

行されます。 これは、必要な応答やその他のコマンドを送信するための/ S コマンドです。 

このようにして、複雑なログイン手順を自動化することができます。 

SWISSLOG には非常に簡単なスクリプト機能が含まれています。 コマンドは DXTelnet で

使用されるスクリプティングと互換性がありますが、そのコマンドのすべてが実装されてい

るわけではありません。 

スクリプトコマンド 
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ログオンスクリプトの例： 

標準ログインスクリプト 
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これは、ほとんどの Telnet サーバで動作するスクリプトです。 / W ログインは/ W の呼び

出しも意味することに注意してください 

/ W ログイン 

/ T 5 

/ S $$$$ 

/ W de 

/ S set/nodxsqth/ nodxsqth 

/ P de 

Echo ON のサーバ用ログインスクリプト 

いくつかのサーバはデフォルトであなたが入力した文字をエコーします。 SWISSLOG はあ

なたが入力した内容を表示するので、あなたのエントリは二重に表示されます。 unset / 

echo コマンドをスクリプトに追加することで、Echo 関数を有効にすることができます。 

W ログイン 

/ T 5 

/ S $$$$ 

/ W de 

/ S unset / dxgrid 

/ P de 

/ W de 

/ S unset / echo 

IRC サーバのログインスクリプト 

ログインは SWISSLOG によって完全に処理されるため、IRC スクリプトにログイン情報は

必要ありません。 しかし、SWISSLOG にどのチャネルに接続したいのかを伝える必要があ

ります。 したがって、IRC スクリプトは単純です。たとえば、次のようになります。 

Join=＃CQDX 

/ T 3 



182 

 

10-2-7 特別な接続 (DXTelnet,  DXConcentrator) 

TCP / IP 経由の接続をサポートするプログラムは、SWISSLOG の TCP / P 接続に接続でき

るようになりました。 これは、非常に信頼性の高い DDE 接続を克服することができること

を意味します。また、ネットワークを使用している場合は、他のコンピュータでも実行でき

ます。 

DXTelnet 

Fabrizio（IK4VYX）は、「Virtual Power but Real Results」というタイトルの記事で、TCP / 

IP 経由で DXTelnet を接続する方法を説明しました。 

DXTelnet のダウンロード URL は次のとおりです。

http://members.tripod.com/dxhunter0/download.htm 

DXTelnet との TCP / IP 接続を設定する 

DXTelnet の初回セットアップ 

次の操作は、初めて初めて実行する必要があります。 

 DXTelnet を起動する 

 Session ¦ Site List... を選択します。 

 サイトリストで Accept-1 を選択して Edit を押します 

 

 編集スクリプトを押す 

 既存の行をクリアし、次の 2 行を入力します。 

/ C TERM 3 

/ F RELAY-1 

 [OK]をクリックして新しいスクリプトを保存します 
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 もう一度[OK]をクリックしてすべての変更を保存します。 

 表示される警告メッセージボックスで[OK]をクリックします 

 ESC を押してサイトリストを非表示にする 

 DXTelnet を終了する（Alt + F4） 

SWISSLOG との DXTelnet TCP / IP 接続を開始する 

 DXTelnet を起動する 

 DXTelnet で以下の手順を実行します。 

 Session ¦ Site List...を選択します。 

 サイトリストで Accept-1 を選択します 

 SWISSLOG に切り替える 

 SWISSLOG で次の手順を実行します。 

 Telnet Control ウィンドを開きます（View | Telnet Control Window） 

 Available Servers ページをアクティブにする 

 Active Servers リストから DXTelnet Server を選択し、  Connect ボタンを

押します 

 SWISSLOG と DXTelnet が接続されます。 

 必要な数の DXTelnet セッションを開始することができます。すべての DXTelnet

セッションのトラフィックが SWISSLOG に送信されます。しかし、最初の

DXTelnet インスタンス（Acccept-1）は、DXTelnet と SWISSLOG 間の情報交換

のためのリレーであるため、停止しないように注意してください。 

DXConcentrator 

DXConcentrator は Jacques Debouche ON5OO によって開発されました。 

DXConcentrator を SWISSLOG に接続するには、使用可能なサーバーリストに

DXConcentrator をサーバとして追加する必要があります（すでに存在している可能性があ

ります）。 
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Available Servers リストに DXConcentrator を追加します： 

 Telnet Control ウィンドを開きます（View | Telnet Control Window） 

 Available Servers [使用可能なサーバ]ページをアクティブにする 

 追加ボタンを押してください 

 編集ダイアログで次のデータを入力し、Save を押してください 

 

注意：他のコンピュータで DXConcentrator を実行する場合は、このホストのアドレスを入

力する必要があります。 

 編集ダイアログを閉じます。 

 これで Server DXConcentrator が追加され、他のサーバと同様に接続できます 

11 DX クラスタ 

11-1 DX-Telnet のサポート 

DX-Telnet は Fabrizio IK4VYX によって書かれた偉大な Telnet プログラムです。 このプロ

グラムは、特にインターネット DX クラスタで使用するために作成されました。 

注：SWISSLOG の Telnet サポートを使用して DX-Telnet に接続することもできます。 

DX-Telnet は http://www.qsl.net/wd4ngb/telnet.htm からダウンロードできます。 

11-1-1 SWISSLOG に DX-Telnet を接続する 

DX-Telnet は DX-Plorer、DX-Telnet、DX-TNC として起動できます。 タイプごとに、個別

の構成ファイルが存在します。 したがって、それぞれのタイプに対して以下のステップを

実行する必要があります。 

注：Windows NT、2000 および XP では、SWISSLOG に接続するにはユーティリティ

DDEdupe が必要です。 DX-Telnet パッケージに含まれており、DX-Telnet と並行して実行

する必要があります。 
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 DX-Telnet を起動します。 Esc キーを押してサイトリストウィンドウを非表示にし

ます。 

 左上の"Configuration"メニューをクリックし、次に"Links"サブメニューをクリックし

ます。 

 "Link to DX-HUNTER or external Log"セクションで、"Enable Link"チェックボックス

をオンにして、パステキストボックスに「C：¥ DXTELNET ¥ DDEDUPE ¥」と入力

します。 

 注意：D：¥ DXTELNET に DX-Telnet をインストールした場合、上記のパスは次の

ようになります。D：¥ DXTELNET ¥ DDEDUPE ¥ 

 Windows アプリケーションへの DDE リンクでは、次のように入力します。 

 EXE Name = DDEDUPE 

 Link Topic = DDETOPIC 

 Link Item  = DDEITEM 

 これは次のようになります。 

 

 "Save"を押して変更を保存します。 

 リストされたサイトのいずれかに接続して、DX-Telnet を終了して再起動します。 

たとえば、CQDX-IRC ノードに接続します。 
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 C：¥ DXTELNET ¥ DDEDUPE ¥ DDEdupe.exe を起動します。 注：DDEdupe は

DXTELNET パッケージに埋め込まれたリンクツールです。 

 右側の DDEdupe（DDE TX Parameters）で、次の値を大文字で入力します。 

 ExeName = SWISSLOG 

 LinkTopic = SWLPACKET 

 LinkItem = PACKET 

 Apply ボタンを押します 

 これは次のようになります。 

 

 SWISSLOG を起動し、DXTelnet からスポットを受信できるように設定します： 

 次のステップは 1 回だけ実行する必要があります 

 "Options" メニューで、"Connect to the packet program" サブメニューを

クリックします。 

 "Selection"タブで「DX-Telnet」を選択し、 

 "Start connection"をクリックします。 

 "Close"をクリックします。 

 DX Cluster メッセージを表示するには、DX-Cluster ウィンドを開きます（Ctrl + D

または 'View'メニューを押してください）。 

 クラスタに接続する 

 SWISSLOG は最後に接続されたクラスタに自動的に接続します。 初め

て、または新しいクラスタを接続して DX-Telnet を起動するたびに、
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SWISSLOG に接続する必要があります。 接続するには、DX-Telnet ウィ

ンドのタイトルで[]の間に表示された名前を使用する必要があります。 

DX-Telnet は、起動時に最後に使用したクラスタに自動的に接続するた

め、SWISSLOG は自動的にほとんどの時間に接続できます。 

 Connect ボタンを押して接続し、接続名を入力します 

 

これから DX-Telnet のスポットが SWISSLOG の DX-Messages ウィンドに表示されます。 

SWISSLOG が正しく設定されたら、DX-Telnet を起動します。 

DX-Telnet、DDEdupe および SWISSLOG が正しく設定されている場合（正常に受信された

DX-Spots）、SWISSLOG の DX-Telnet を開始するには、次の手順を実行する必要がありま

す。 

 DX-Telnet を起動する 

 DDEDUPE を開始します（最小化できますが、実行する必要があります） 

 DX Cluster メッセージを表示するには、DX-Cluster ウィンドを開きます（Ctrl + D

または 'View'メニューを押してください）。 

 クラスタに接続する必要があります 

問題がある場合は、IK4VYX - Fabrizio Sartoni にメールでお問い合わせください（ 

11-2 バンドマップ Band Map window 

Swisslog は以下の機能を備えた非常に完全なバンドマップ機能を実装しています： 

 ワイドのズームイン/ズームアウト範囲 

 DX スポットのカスタムフォントサイズ 

 バンドフィルタリング（60m 含む） 

 サイズ変更可能なウィンド 
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 DX スポットにマウスカーソルを合わせるときの完全なスポットの詳細（LotW / eQSL

ユーザの場合を含む） 

 カスタマイズ可能な統計選択！ DXCC はデフォルトの統計値ですが、ユーザは使用可

能な統計値を選択できます 

 ボタンで CAT リンクを有効/無効にする 

 周波数ルーラのグラデーションカラー 

 色のカスタマイズ：背景、ルーラのグラデーション、ルーラの尺度、周波数、さらには

ボタンまで！ 

 バンド・フィルタ、色、統計、フォント、ウィンドのサイズなど、必要なだけ多くのバ

ンドマップを作成できます。 

 デュアルモニターシステムのスタンドアロンウィンドウとして、すべてのバンドマップ

を配置することもできます！ 

11-2-1 バンドマップウインド The Band Map window  

DX-Messages は、Band Map ウィンド（または従来の Dx messages windows）に表示する

ことができます。 バンドマップウインドでは、バンドのアクティビティ全体をグラフィカ

ルに表示し、非常に興味深く見ています！ 必用なだけ多くのバンドマップを開くことがで

きます！ 各ウィンドは異なるバンドを表示することができ、統計や異なるフィルタ、設定

などを使用できます。 

バンドマップウインドを開くには：Select View | Band Map 

これはウィンドの外観です： 



189 

 

 

それぞれの+または - ボタンを押して（またはマウスホイールを使用して）ズームボタンを

使用して帯域幅を拡大/縮小します。ルーラをマウスでドラッグしてダイヤルを上下に動か

すこともできます（左クリック、ホールド、上下ドラッグ）。バンドマップウインドのサイ

ズを必要なサイズに変更できます。 

Dx スポットのフォントサイズを変更するには、CAT ボタンの下にある+ - ボタンを使用し

ます。 

バンド・ボタンを使用して希望の帯域を選択し、CAT ボタンを使用してトランシーバへの

リンクを有効/無効にします（トランシーバ コントロールが開始されている場合）。 
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ヒント：CAT リンクを無効にすることは、いくつかのバンドマップウインドを異なるバン

ドで開く場合に非常に便利です。たとえば、CAT にリンクされた 1 つのバンドマップを、

必要に応じてトランシーバーバンドやその他の固定バンドマップに従うことができます。ユ

ーザが任意のバンド・ボタンを押すと、CAT がイネーブルされ、トランシーバ制御が開始

されると、トランシーバは選択された周波数に同調されます。 

任意の DX スポット上にマウスカーソルを置くと、スポットの詳細が表示されます（LotW / 

eQSL ユーザの場合を含む）： 

 

トランシーバ制御が有効になっていて、ルーラの任意の周波数をダブルクリックすると、ト

ランシーバは選択された周波数にチューニングされます。 Swisslog の左下にマウスカーソ

ルの位置に対応する周波数が表示されます。 

11-2-2 オプション 

以下のオプションと機能は、ポップアップメニューから利用できます（マウスの右ボタ

ン）。 

 

Criterions for DX-Message ：見たいスポットを選択することができます。 (New, needed, 

worked, all)。 Spots Lifetime を分単位で設定することもできます（デフォルト値：60

分）。 指定された時間内のスポットのみが表示されます： 
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 Color Selection for Statistics：ステータス(Confirmed, Worked, Need, New or Not 

Needed)（確認済、作業済み、必要、新規または不要）ごとに、DX スポットごとに表

示する色を選択できます。 

 

 Band Map Colors：バンドマップのほとんどの部分の色を変更できます。 ユーザの好み

に応じて非常に見栄えの良いバンドマップを作成することができます： 
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 Select Statistics：すべての DX スポットのステータスを表示する統計を選択できます。 

1 つの統計だけを選択してください！ 

ヒント：選択した統計値が Band Map ウィンドのタイトルに表示されます。 同じバンドの

別の統計を表示する必要がある場合は、新しいバンドマップウインドを開き、目的の統計を

選択するだけです。 
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 QSO を記録する：DX-Spot 上でマウスを右クリックし、このオプションを選択する

と、QSO 追加ウィンドにコールサインを入力します。 

 Statistic-Quick-Infos：DX-Spot 上でマウスを右クリックし、このオプションを選択する

と、選択した DX スポットの Statistic-Quick Info ウィンドが表示されます。 

 トランシーバのチューニング、アンテナの DX 局への切り替え、アンテナのロングパス

の切り替え、アンテナのチューンと回転：DX スポット上でマウスを右クリックし、必

要に応じてこれらのオプションの 1 つを選択します。 

ヒント：トランシーバをチューニングし、アナウンスした DX 局（ショートパス）に同時に

アンテナを回したい場合は、スポットをダブルクリックしてください。 

 Restore QRG：以前の QRG をトランシーバに設定します。 

 Standalone Window：通常、ウィンドは SWISSLOG のメインフレームから移動できま

せん。このオプションが設定されていると、ウィンドはどこにでも移動できます。これ

は、2 台のモニタを搭載した PC に特に便利です。 

 Always On Top：このオプションは、ウィンドがスタンドアロンとして設定されている

場合にのみ、デフォルトで表示され、有効になります。ウィンドは他のプログラムの他

のウィンドよりも常に上にとどまります。警告：このオプションがチェックされていな

いと、ウィンドはメイン SWISSLOG ウィンドの後ろに隠れるか、または表示されたス

ペースの外側に配置されます。可視領域外に配置した場合（画面の解像度を変更した場

合など）は、SWISSLOG.INI ファイルを編集するだけで元に戻すことができます。 

 Show DX messages in SDR Panorama：このオプションは、トランシーバ制御に TCI

を使用する場合にのみ使用できます。オンにすると（デフォルトのオプション）、表示

されたすべての DX メッセージが SDR（MB1、SunSDR2 PRO、SunSDR2 QRP など）

のスペクトラム表示画面に送信されます。 SDR 内のすべての DX メッセージのフォン

トカラーは、統計ステータス(Confirmed, Worked, Need, New or Not Needed)（確認

済、作業済み、必要、新規または不要）を識別するために選択された背景色と一致しま

す。 

すべての設定(window size and position, font size, zoom, statistic, band filter, colors, etc.)（ウ

ィンドのサイズと位置、フォントサイズ、ズーム、統計、バンド・フィルタ、色など）は、

すべてのバンドマップウインドに保存されます。 
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下に、さまざまな設定のバンドマップのサンプルが表示されます。無限の組み合わせがあり

ます！ 

 

11-3 DX-Messages window 

SWISSLOG では、複数のソースから DX メッセージを収集することができます。 詳細な情

報は以下を参照してください。 

 TNC 経由で接続されたパケットクラスタ 

 DX-Clusters への Telnet 接続 

注意：ほとんどのクラスタは、相互に接続されているため、他のクラスタと同じ DX-Spot

を送信します。 したがって、複数のソースに接続する必要はありません。 

11-3-1   DX-Messages window 

DX-Cluster-Messages を選択すると DX メッセージウィンドウが開きます： 

下記はウィンドの外観です： 
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以下のオプションと機能は、ポップアップメニューから利用できます（マウスの右ボタ

ン）。 

 

それらのほとんどは簡単です。内容は以下の通りです。 

 



196 

 

 Select Statistics：表示する統計を選択できます 

 Change selection ：バンドと必要なステータスで DX メッセージをフィルタリングする

ことができます 

 Standalone Window：通常、ウィンドは SWISSLOG のメインフレームから移動できま

せん。このオプションが設定されていると、ウィンドはどこにでも移動できます。これ

は、2 台のモニタを搭載した PC に特に便利です。 

 Always On Top：このオプションは、ウィンドがスタンドアロンとして設定されている

場合にのみ、デフォルトで表示され、有効になります。ウィンドは他のプログラムの他

のウィンドよりも常に上にとどまります。警告：このオプションがチェックされていな

いと、ウィンドはメイン SWISSLOG ウィンドの後ろに隠れるか、または表示されたス

ペースの外側に配置されます。可視領域外に配置した場合（画面の解像度を変更した場

合など）は、SWISSLOG.INI ファイルを編集するだけで元に戻すことができます。 

Show if LoTW / eQSL AG user ：このオプションを設定すると、DX 局が Authenticity 

Guaranteed プログラムの LotW ユーザおよび/または eQSL メンバーであるかどうかを示す

2 つの列（LotW および eQSL AG）が表示されます。デフォルトでは、このオプションが設

定されています。これらの列を非表示にし、固有のルックアップを無効にするには、このオ

プションのチェックを外します。 

ヒント：トランシーバをチューニングし、アナウンスを DX 局に送信する場合は、スポット

をダブルクリックしてください。 

Select Statistic 統計を選択 

表示すべき統計をマークしてください。 
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Change Selections 選択の変更 

DX-Spot を表示するバンドとモードを選択し、どのスポットを表示するかを選択します。 

(New, needed, worked, all)  Spots Lifetime を分単位で設定することもできます（デフォル

ト値：60 分）。 定義された時間内のスポットのみが表示されます： 

 

11-3-2 サウンドアナウンスを設定する Configure Sound Announcements  

機能メニューと DX メッセージウィンドウのポップアップメニューからサウンドオプション

に直接アクセスできます。 またはメインメニューから Options ¦ Connect to Packet 

Program を選択し、ページ"Sound Announcements"を選択します: 
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アナウンスを設定するには、アナウンスメントをアナウンスする必要があります。 

 DX-Type では、対応するステータスの DX-Spot が到着したときに再生されるサウンド

を選択します。 各タイプには独自の設定があります。 必要な国のためにサウンドを設

定することができますし、バンドで新しい国のために別のサウンドを設定することもで

きます。 

 Announcements では、アナウンスされる DX-Spot の部分を選択します。 プライベート

サウンドファイルを再生することもできます。 .wav ファイルの名前を Private Sound 

File に入力するだけです。 

 サウンドのパスでは、サウンドファイルの場所を入力する必要があります。 インスト

ーラはデフォルトでサウンドファイルを WAV サブフォルダに設定します。これは

Swisslog がインストールされているフォルダの中にあります。 各文字と数字には 1 つ

のサウンドファイルがあります。 たとえば、 "a.wav"ファイルは A を、 "b.wav"は B

をアナウンスします。自分の音声ファイル、声、（X）YL の声などを録音できます。 

11-4 Packet DX-Cluster Support 

SWISSLOG は外部パケットプログラムとインターフェイスして DX-Cluster メッセージを監

視します。 現在、以下のプログラムがサポートされています： 

 SV2AGW パケットエンジン 

 WinPacket 

 WinPr 

 DXTelnet 
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パケットとのインターフェイスをとる最も簡単な方法は、SV2AGW パケットエンジンで

す。 いくつかのパケットプログラムは同じ TNC を使用することができ、ほぼすべての

TNC をサポートします。 Windows 下の Baycom-Mini モデムもサポートされています！ ま

た、SWISSLOG は Monitor Window を備えており、他のターミナルプログラムを使わずに

簡単なパケット操作が可能です。 

WinPacket も SV2AGW Packet-Engine をサポートしているので、私は SWISSLOG でそれ

をお勧めします。 

SV2AGW はまた、単純なパケットトラフィック（AGWTERM）用の端末プログラムを作成

しました。 

すべてのプログラムはインターネットからダウンロードできます：

http://www.raag.org/sv2agw/inst.htm 

他のプログラムを探すには、検索エンジンを使います。 リンクは頻繁に変わります！ 

11-4-1 Configure Packet – Program  

パケットプログラムを設定するには、以下の手順に従います。 

 Options | Connect to Packet Program を選択する。 

 Selection ページを選択します。 

 リストから使用しているパケットプログラムを選択してください 

 メモリに保持する DX メッセージ行の最大数を Numbers of lines で指定します 

 使用しているパケットプログラムのページを選択する 

 パケットプログラムを設定する 

DXTelnet 

DXTelnet を参照してください。 

SV2AGW 

SV2AGW パケットエンジンは、次の 2 つの方法でインターフェイスできます。 

 好ましい方法 TCP / IP 
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 DDE（旧式） 

DDE を選択した場合は、パケットエンジンをインストールしたディレクトリに

AGWDLL32.DLL がインストールされていることを確認してください。 

DLL は配布ファイルに隠されています！ 

 agwdll.zip 

 development.zip 

 agwpe.zip 

SV2AGW ページを選択 

 

 フィールド Packet-Engine に AGW PacketEngine の名前とフルパスを入力します。検

索ボタンを使用して検索します。 

 フィールド「Packet-Terminal-Program」に使用するターミナルプログラムの名前と完

全パスを入力します（例：AGWTERM.exe）。検索ボタンを使用して検索します。これ

はオプションです。 

 DX-Cluster への接続に使用するコールサインをフィールド My Call に入力します。 
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 DX-Cluster への接続に使用する文字列を Connect String for DX-Cluster フィールドに入

力します。 「VIA」に接続する必要がある場合は、カンマ（ '、'）で区切ってコールを

入力します。 

 Radio-Port で DX-Cluster 接続に使用するポートを入力します。最初に Packet-Engine

を設定する必要があります。 SV2AGW のドキュメントを読んでください。 

 パケットサービスが開始されるたびに DX-Cluster に自動的に接続する場合は、開始時

に Auto-Connect をマークします。 

 接続されているときでも、監視されたトラフィックから DX メッセージを抽出する必要

がある場合は、接続中に DX-Info をモニタから抽出します。このボックスをマークしな

いと、DX メッセージは接続中に接続されたチャンネルからのみ抽出されます。 

 DDE 経由で接続する場合は、[Use TCP / IP]チェックボックスをオフにします 

Packet Monitor Window 

これは、単純なパケットトラフィックを処理し、デバッグ目的でパケットトラフィックを監

視するためのウィンドです。 View | Packet Monitor Window を選択して開きます。 

[Packet Monitor]ウィンドに入力できるコマンドは次のとおりです： 

コマンドは、行の最初の位置では '：'で始まり、行の 2 番目の位置ではコマンド文字で始ま

ります。 

'c' - デジピータを使わずに接続をリクエストする 

'v' - デジエーターを使用して接続をリクエストする（最大 8 個） 

'd' - 切断を要求する 

'D' - 接続された局にデータを送信する（デフォルト） 

'U' - unproto データ（ビーコン、CQ など）を送信する 

'P' - ラジオポート情報を聞く 

'V' - Unproto VIA を送る 

例：HB9BJS =：c に接続する HB9BJS 

実際にコマンドレターは Datakind です。 可能性についてさらに知りたい場合は、SV2AGW

の開発者セクションにある AGWPEAPI.HTM を読んでください。 



202 

 

WinPr 

 WinPR ページを選択 

 このページで概説したように WinPr を設定します。 winpr.ini に次のエントリが表示さ

れます。 

[DDELINKS] 

SWISSLOG = SWISSLOG SWLPACKET PACKET 

それぞれの[Linkn] 

DDE = SWISSLOG 

WinPr を設定するには、以下の手順に従います。 

 WinPr を起動する 

 Configuration | DDE ...を選択します。 

 下のウィンドに示す値を入力してください 

 

 DX メッセージの監視対象となるチャネルを確認してください。 通常、モニタで十分で

す。 複数のチャンネルを選択しないでください。これは、SWISSLOG での DX-

Message のデコードを台無しにするためです。 
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 検索ボタンを使用して WinPr の正確なパスと名前を Program-Name に入力して検索し

ます。 Start connection を押します。 

WinPacket 

注意：WinPacket による DDE トラフィックは 100％信頼できません... 

 WinPacket ページを選択します 

 検索ボタンを使用して WinPacket の正確なパスと名前を Program-Name に入力して検

索します 

その他 

 Others ページを選択します。 

 フォーマットを行わずにパケットデータを送信するパケットプログラムも使用できま

す。 プログラムのドキュメントを参照して、サーバ、トピック、およびアイテムの名

前を調べてください。 対応するフィールドにそれらを入力し、Start connection を押し

ます。 

12 コールブック データーベースのサポート 

SWISSLOG は CD コールブック データベース（ローカルデータベース）をサポートして

おり、インターネットデータベース内のコールを検索することもできます。 SWISSLOG の

ユニークな機能は、他のほとんどのプログラムと同様に、SWISSLOG ウィンドに直接結果

を表示し、HTML ページを表示しません。 

SWISSLOG では、ローカルデータベースとインターネットを同時に検索することができま

す。 データーベース内でコールが検出されるとすぐに検索が停止されます。 

SWISSLOG では、既存の QSO を Callbook からの情報で更新することもできます。 

Callbook DB から QSO を更新する方法をお読みください。 

以下の内容を説明します。 

 コールブック データーベース内のコールサインを検索する方法と場所 

 Callbook データーベースを構成する方法 
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12-1 コールブック データーベースでコールサインを検索する 

コールサインの検索は、次の 2 つの方法で実行されます。 

 QSO Entry ウィンドで新しいコールサインを入力すると自動的に表示されます。 コー

ルが入力され、Enter キーを押すと検索が開始されます。 コールが見つかった場合は、

フィールドコピー命令で定義したフィールドが新しい QSO にコピーされます。 すべて

のフィールドは QSO Entry ウィンドの CD-Cbk ページに表示されます。 

 Radio Amateur Callbook ウィンドから明示的に メインメニューから View ¦ Callbook 

CD / Internet databases を選択してこのウィンドを開きます。 

 

 検索するコールサインを入力し、Enter を押します。 

 QSL Manager があるかどうかを確認するには、Search QSL-Manager ボタンを押

します。 

 インターネット検索（応答なし）に問題がある場合は、Stop ボタンを押します。 

12-2 コールブック データーベースの設定 

Callbook データベースサポートを設定するには、検索するデーターベースと QSO にコピー

するフィールドを定義する必要があります。 

Callbook Databases 

Callbook DB Option Dialog を開くには： 

 メインメニューから Options ¦ Callbook CD を選択します 
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このダイアログの上部では、ローカルの Callbook データーベースを設定します。下段には

インターネットの Callbook データーベースを設定します。 

Local Callbook databases(ローカルコールブックデータベース) 

 Callbook CD をお持ちでない場合は、No Callbook-CD のラジオボタンを選択してく

ださい 

 あなたが RACB（フライングホース）または Buckmaster CD を所有している場合

は、対応するラジオボタンをチェックしてください 

 Callign-CD の Filename フィールドにコールサインを含むファイルの完全なファイ

ル名（パスを含む）を入力します。検索ボタンを使用してファイルを検索できま

す。 

CD からハードディスクにファイルをコピーすると、最高のパフォーマンスが得ら

れます。ハードディスクにコピーするファイルは、次のとおりです。 
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RACB の場合：.. ¥ Data ¥ thedata.dat 

Buckmaster の場合：.. ¥ Ham0 ¥ HAMCall.DAT 

インターネットコールブックデータベース 

SWISSLOG は、HAMQTH、Hamcall、QRZ、QRZCQ の 4 つのインターネットコールブッ

クデータベースをサポートしています。 

インターネットコールブック DB にアクセスするには、インターネットに接続する必要があ

ります。インターネットアクセスを有効にするには： 

 チェックボックス Internet Callsign Database をチェックします。 

 ローカル CD データーベースの前にインターネットを検索する場合は、Search 

Internet before the Local DB（ローカル DB の前にインターネット検索）をオンにし

ます。しかし、インターネット検索はローカル検索よりもはるかに時間がかかりま

す。 

 まず、適切なラジオボタンを選択して最初に検索するインターネットデータベースを

選択します 

 QRZ.COM の場合は、登録または購読が必要です。対応するフィールドにユーザ名と

パスワードを入力する必要があります。 

 HAMQTH の場合は、登録が必要です（無料です）。対応するフィールドにユーザ名

とパスワードを入力する必要があります。 

 HamCall と QRZCQ の場合、サブスクリプションが必要です。対応するフィールド

にユーザ名とパスワードを入力する必要があります。 

プロキシ経由でインターネットにアクセスしている場合は、対応するフィールドにプロキシ

を入力できます。 

不十分なインターネット接続と作業パイルアップが発生した場合、ユーザはコールサインデ

ータを取得するためにホストからの応答を待つ時間が長くなり、流暢なログ操作が行われな

くなる可能性があります。この遅れを回避するために待機する最大時間（ミリ秒単位）をタ

イムアウトフィールドに設定します。 Swisslog は、定義されたタイムアウト後にインター

ネットデータベースにクエリをバイパスします。デフォルトのタイムアウト値は 5000 ミリ

秒（5 秒）です。 
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12-3 コピーするフィールドの指定 

現在の QSO にコピーする項目を定義することができます。Field copy Instruction（フィール

ドコピー指示ページ）を選択し、Automatic Copy とコピーするフィールドのボックスをチ

ェックします。 

 

注記：QSL Manager フィールドは、一部のデーターベースで使用可能な QSL INFO フィー

ルドから抽出されます。 QSL INFO フィールドには何千もの組み合わせが含まれている可

能性があるため、Swisslog はこのフィールドで最初に有効なコールサインを抽出します。 

13 マネージャ データベースのサポート 

SWISSLOG では、多くのローカルおよびインターネットの QSL データーベースで QSL マ

ネージャを検索できます。 指定したすべてのデーターベースが検索され、すべての検索結

果が特別なウィンドに表示されます。 

ここでは、以下の内容を解説します。 

 QSL マネージャを検索する方法と場所、および結果の表示方法 

 QSL マネージャ データベースの設定方法 
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13-1 QSL マネージャのサーチ 

QSL マネージャの検索は、さまざまな方法で開始できます。 

 QSO Entry Window で現在のコールサインを押す 

 QTH ページの ボタン又は 

 QSL-Info ページの Search QSL-Manager ボタン 

 QSL-Manager ウィンド内の任意のコール 

 このウィンドを開くには、メインメニューから View | QSL-Manager を

選択するか、Ctrl-M を押します。 

 Callsign フィールドにコールを入力し、Enter キーを押します。 

13-1 L マネージャ ウィンド 

下の図は、最も重要な機能を持つ QSL-Manager ウィンドを示しています。 

 

結果はデーターベースごとにソートされます。 
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結果がローカルデータベースからのものであることを示します。 

結果がインターネットデータベースからのものであることを示します。 

ボタンを使用すると、選択した QSL マネージャを現在の QSO にコピーできます。 

13-2 QSL マネージャ データベースの設定 

メインメニューから Options ¦ QSL-Manager Definitions を選択します。 

 

 QSL-Manager の定義ダイアログで、検索するすべての QSL-Manager データーベー

スを選択できるようになりました。 

 ローカルデータベースの場合は、データベースファイルの場所を定義する必要があ

ります。 Browse [参照]ボタンを使用して、ファイルが保存されているフォルダを

探します。 

 インターネットデータベースの場合、必要な順序でデーターベースを配置すること

で検索順序を制御できます。 ドラッグアンドドロップを使用してデーターベース

をソートする。 
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 ファイアウォールの背後にある場合は、プロキシを設定します。 ネットワーク管

理者は、プロキシについての詳細を伝えることができます 

14. トランシーバ コントロール 

SWISSLOG は、簡単なトランシーバ制御を実現します。 自動的に QRG とバンドを読み取

り、DX 局にチューニングすることができます。 

このセクションでは下記の内容を説明します： 

 TX-Interface の構成 

 SWISSLOG の TX-Interface が使用されている場所に関する情報 

14-1 トランシーバ インターフェスの設定 

メインメニューから Option | Transceiver Interface を選択します。  

次のダイアログが表示されます： 

 

 トランシーバ：サポートされるトランシーバのリスト。このリストから接続するものを

選択してください。 

 Swisslog は、TRX 制御プログラムともインターフェイスしています。現在サポートさ

れているプログラムは次のとおりです。 

 OmniRig by VE3NEA 
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OmniRig はフリーウェアのプログラムで、次のサイトからダウンロードでき

ます。 

http://www.dxatlas.com/omnirig/ 

 DX ラボコマンダー 

DX Lab Commander はフリーウェアのプログラムであり、以下からダウンロ

ードできます。 

http://www.dxlabsuite.com/commander 

 FLRIG by W1HKJ 

FLRIG はフリーウェアのプログラムであり、次のサイトからダウンロード

できます。 

http://www.w1hkj.com/ 

 TRX-Manager by F6DEX 

TRX-Manager は商用プログラムであり、以下から注文することができま

す。 

Laurent Labourie 

9 rue de la reine Astrid 

59700 Marcq en Baroeul 

France 

http://www.trx-manager.com 

 

 サイモンブラウン HB9DRV による Ham Radio Deluxe 

Ham Radio Deluxe は商用プログラムであり、以下から注文できます。 

http://www.ham-radio-deluxe.com 

 エキスパートエレクトロニクスによる TCI（トランシーバ制御インターフェ

イス） 

https://eesdr.com/en/expertsdr2-en 
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 Start automatically（自動的に開始）：このフィールドがチェックされていると、

SWISSLOG は起動時にインターフェイスされたトランシーバの起動を試みます。設

定されていない場合は、このダイアログを選択して Start を押して、インターフェイ

スを開始する必要があります。 

 Show TX status on toolbar（ツールバーに TX ステータスを表示します）。このチェ

ックボックスをオンにすると、ツールバーに次のコントロールウィンドが表示されま

す 

 

また、このコントロールウィンドから TX の QRG / Mode を設定することもできま

す。（QRG は運用周波数） 

 QRG：QRG をドットなしで、Hz 形式で入力し、Enter キーを押します。 

 モード：ドロップダウン・リストまたはタイプモードから TX モードを選

択し、Enter を押します。 

QRG / Mode フィールドの背景とテキストの色をカスタマイズして変更することがで

きます。 ツールバーを右クリックし、ポップアップメニューで Colors [色]を選択し

ます。 

 

注：OmniRig をトランシーバ コントロールとして使用する場合、QRG の左側に

現在選択されている Rig 番号が表示されます。リグ番号をクリックするだけで、

Rig1 と Rig2 を簡単に切り替えることができます！これは、2 つのトランシーバを

使用している場合、1 つのリグから別のリグに切り替えるための非常に便利で迅速

な方法です。ユーザは、Colors [色]オプションでリグ番号の背景とテキストの色を

変更することもできます。 
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 Time between two TX-QRG queries in 1/10 seconds：QRG またはモードが変更された

ときに、一部の TX は情報を送信しません。したがって、SWISSLOG はこれらの情報

を定期的に読み取る必要があります。この間隔は、2 回の読み取りの間の時間を定義し

ます。 

 Communication Port Button：このボタンを押して通信ポートを選択し、速度を他のオプ

ションに設定します。 

 Options：オプションは、新しいインターフェイスをテストするときに特別な目

的で使用されます。セットが必要な場合は別途指示があります。 

 Start：このボタンを押すと、TX との通信を開始します。 

 Stop：このボタンを押すと、TX との通信を停止します。 

 Special Fields for ICOM TX： 

 ICOM TX-Address：ICOM TX - 16 進数（2 桁）のアドレス。アドレスがわから

ない場合は、SWISSLOG が検索します。複数のラジオが接続されている場合

は、制御するアドレスを入力する必要があります。 

 Scan for TX Address：入力したアドレスが正しい場合、SWISSLOG がアドレス

をスキャンしないようにするには、このボックスをオンにします。 

 OmniRig のための特別なフィールド： 

 CW is LSB：トランシーバが CW に LSB を使用する場合は、このボックスをオ

ンにします。トランシーバが CW（およびその逆）に入っているときに、

Swisslog が CW-R を読み取っている場合は、この点に注意してください。 

Swisslog は Rig1 と Rig2 のためにこのオプションで異なる設定を保持します。 

 RTTY is LSB：トランシーバが RTTY に LSB を使用する場合は、このボックス

をオンにします。トランシーバが RTTY（およびその逆）になっているときに、

Swisslog が RTTY-R を読み取った場合は、これを記録します。 Swisslog は

Rig1 と Rig2 のためにこのオプションで異なる設定を保持します。 

 TCI（トランシーバ制御インタフェース）のための特別なフィールド： 

 IP Address：デフォルト値（127.0.0.1）。 
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 Port：デフォルト値：40001 ExpertSDR2 ソフトウェアで定義されているポート

と一致する必要があります。TCI を有効にしてポート番号を確認するには、

Options / TCI に移動します。 

TCI を使用すると、すべてのバンドマップ機能で表示されるすべての DX メッセージが SDR

リグのスペクトラム表示画面に送信されます。 SDR 内のすべての DX メッセージのフォン

トカラーは、統計ステータス(Confirmed, Worked, Need, New or Not Needed)（確認済、作

業済み、必要、新規または不要）を識別するために選択された背景色と一致します。すべて

の band map の Options メニューでこの機能を無効にすることができます。 

DDE ページ：SWISSLOG は DDE に基づく汎用インターフェイスを提供します。いくつか

の特殊な TX-Control プログラムがこの機能を使用します。そのようなプログラムを使用し

ている場合は、このプログラムの指示に従ってください。 

14-2 SWISSLOG の TX-Interface が使用されている場所に関する情報 

TX-Interface は、いくつかの SWISSLOG 機能で使用されます。 このセクションでは、概要

を説明します。 詳細については、機能の詳細説明を参照してください。 

QSO-Entry - Window 

リアルタイムモードで QSO を入力すると、QRG とモードは自動的に TX から読み込ま

れます。 

QSO-Entry ウィンドには、動作を制御するオプションがいくつかあります。 

 Do not set Mode based on TX が 設定されている場合、モードは TX から取得

されません。 

 Set Mode based on QRGQRG が設定されている場合、モードは常に QRG と

バンドプランに基づいて計算されます。 SWISSLOG のモードは、TX に基づ

くモードを設定しないでも、TX のモードとは異なる場合があります。 

DX-Window 

DX ウィンドでは、Rig をアナウンスされた局の QRG に自動的にチューニングし、前

の QRG に戻すことができます。 
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トランシーバをチューニングし、アンテナをアナウンスされた DX 局に回したい場合は、ス

ポットをダブルクリックします。 

トランシーバ制御ウィンド 

SWISSLOG には、ツールバーの TX コントロールウィンドのほかに、TX の QRG とモード

を設定できる小さな TX-Control ウィンドがあります。 

View | Transceiver – Interface でアクティブにできます。 

これにより、次の小さなウィンドが表示されます。 

 

 手動で QRG を入力するか、矢印を使用して QRG を増減することができます。 Set ボ

タンを押すと QRG が TX に設定されます。 

 いずれかのモードボタンを押してモードを設定する 

 目的のモードのモードボタンがない場合は、Other ボタンを押し、表示されるリストか

ら選択します。 

 QRG / Mode / fields の背景とテキストの色をカスタマイズして変更することができま

す。 コントロールウィンドを右クリックし、ポップアップメニューから Colors を選択

します。 

 OmniRig をトランシーバ コントロールとして使用する場合、QRG の左側に現在選択

されている Rig 番号が表示されます。 リグ番号をクリックするだけで、Rig1 と Rig2

を簡単に切り替えることができます！ これは、2 つのトランシーバを使用している場
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合、1 つのリグから別のリグに切り替えるための非常に便利で迅速な方法です。 ユーザ

は、Colors オプションでリグ番号の背景とテキストの色を変更することもできます。 

14-3  Tracing 

すべてのタイプのトランシーバをテストする事ができないので、時にはあなたの援助が必要

です。 トレース機能をオンにするように依頼することがあります。 

 スイッチをオンにするには、TX-Option Dialog の Trace チェックボックスをチェッ

クします。 

 メインメニューから Option | Transceiver Interface を選択します。 

TX-Option ダイアログが表示されます。 その下部に、トレースチェックボックスがありま

す 

 

 それをチェックする 

 Stop ボタンを押す 

 Start ボタンを押す 

これでトレースがアクティブになります。 TX オプションダイアログを閉じることができま

す。 問題を追跡するのに必要な TX での操作を実行します。 

SWISSLOG はトレースウィンドウを表示します。 このウィンドに手動でコメントを追加す

ることができます。 これにより、実行したことのプロトコールを記述することができ、ト

レース出力はコメントと順番に並んでいます。 

トレースを済ませたら、データを保存します。 

トレース情報を保存する： 

 メインメニューから Option | Transceiver Interface を選択します。 

 Save to File ボタンを押します 

2 つのファイルが、SWISSLOG.exe があるディレクトリに保存されます。 
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 SWLTrace.txt 

 SWLComTrace.txt 

これらのファイルを私に送ってください。 

15 ローテータ インターフェース 

SWISSLOG は以下のローテータ インターフェースをサポートします。 

EA4TX ARS-LPT (via ARSWIN)  

EA4TX ARS-USB  

EA4TX ARS-USB (via ARSVCOM)  

HY-GAIN DCU-1 Pathfinder  

YAESU GS-232 と互換品 （CG アンテナ RTC-200 エレクトロデザインで販売）  

SARTek Rotor  

WinRotor  

BigBoy Rotor  

RC2800  

OR2800PDC  

PROSISTELD  

HalloRotor  

LP-Rotor  

PstRotator (PstRotator version 14.71 or higher / PstRotatorAz version 12.94 or higher) 

15-1 ローテータ インターフェースの設定 

ローターを使用する前に、メインメニューからインターフェイスを設定する必要がありま

す。 

Options ¦ Rotor-Interface 
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 サポートされているローターのリストからローターを選択します（リストを開くには下

矢印を押してください） 

 Start Automatically： このチェックボックスをオンにすると、SWISSLOG は起動時に

ローターインターフェースを起動しようとします 

 Show rotor status on toolbar： このチェックボックスをオンにすると、ツールバーに次

のコントロールウィンドが表示されます 

 

 ローターが手動操作をサポートしている場合は、矢印を押してローターを回すことがで

きます。 マウスボタンを押している間はローテータが回転します。 

注記：終了位置を手動で入力して Enter を押すこともできます。 

 Communication Port Button（通信ポートボタン） 

いくつかのローターインターフェースは Com ポート経由で直接制御されます。 このボ

タンを押して通信ポートを選択し、速度を他のオプションに設定します。 

 ローター制御プログラムの絶対パスとファイル名（必要な場合のみ表示されます） 

一部のインターフェイスでは、ローターの製造元が提供するソフトウェア・ドライバーまた

はプログラムが必要です。 このフィールドにプログラムの場所を入力するか、Search ボタ
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ンを押します。 （EA4TX ARS-LPT、ARSWIN.EXE、LP-Rotor、LPROTOR.EXE、

PSTRotator、PSTROTATOR.EXE、PSTROTATORAZ.EXE など）。 

15-2 Rotor Control Window 

ロータリーを手動で制御できる小さなウィンドがあります。 メインメニューから 

View ¦ Rotor-Interface を選択します。 

 

ローテータが Elevation（仰角）をサポートしている場合は、垂直ローターを制御すること

もできます。 方向ボタンを押して、対応する方向の動きを開始します。 中央のボタンを押

すとモーションが停止します。 

手動で終了位置を入力して、ターンボタンを押すこともできます。 

15-3 方位表示 

方位表示のウィンドを開く事もできます。 サイズ変更が可能で、ローターインターフェー

スの使用の有無にかかわらず、さまざまな機能を提供します。 メインメニューから View | 

Azimuth Indicator で選択します。 

ローテータターインターフェースを使用する場合、以下の機能があります： 

 現在のローテータの方位を表示する 

 方位表示の数字の目盛りを（10 度おき）をクリックすると、ローテータを指定の方向

に回すことができます。 目盛りにマウスカーソルを合わせると、選択した方位がラベ

ルに表示されます。 注：非常に小さなウィンドウサイズを使用すると、目盛りの選択

をするのが難しくなります。 

ウィンドのタイトルには、現在のローテータの方位が表示されます 
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ローテータ インターフェースが使用されていない場合、QSO 入力ウィンドに入力された

現在の局の方位が表示されます。 ウィンドのタイトルには、ショートパスの方位が Az：で

とロングパスの方位角が LP：で表示されます。 

 

16 デジタルモードインターフェース 

SWISSLOG は下記のできたるモードプログラムをサポートします： 

 MULTIMODE（複数のモードを扱えるソフトウエア）: 

 MIXW:  (www.mixw.net)  

 FLDIGI (www.w1hkj.com)  

 MultiPSK (http://f6cte.free.fr)  

 TrueTTY (www.dxsoft.com/en/products/truetty)  
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 Hamscope (www.qsl.net/hamscope):  HamScope には RTTY 用に JE3HHT の

作った MMTTY (http://hamsoft.ca/pages/mmtty.php)があります。EXTFSK.DLL

拡張子を使用すると、AFSK だけでなく FSK でも送信できます。 

http://www.qsl.net/ja7ude/extfsk/index.html には拡張 EXTFSK64.DLL もありま

す。 SISSLOG と一緒に MMTTY を使用する最善の方法です！ 詳細について

は、HamScope および MMTTY のウェブサイトをご覧ください。  

Digital Master 780 (DM780) (http://www.hrdsoftwarellc.com) Ham Radio De Luxe 

に含まれる(但し version 5)  

 JT65: 

 WSJT-X (https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html)  

 JTDX (http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html)  

 JT65-HF HB9HQX-Edition (https://sourceforge.net/projects/jt65hfhb9hqxedi)  

 SPECIAL MODES: 

 SIM PSK (http://www.sim.on2vhf.be) 

FLDIGI、HamScope、WSJT-X、JTDX、JT65-HF HB9HQX Edition および SIM PSK は無料

です。 MultiPSK はフリーウェアですが、いくつかの補助機能を取得するにはライセンスを

購入する必要があります。 MixW、DM780 および TrueTTY は登録が必要です。 

これにより、これらのプログラムからデジタルモードをリアルタイムで処理し、QSO を

Swisslog に同時に保存することができます。 

マルチモードプログラム（DM780 を除く）から、以下の方法で QSO データが SWISSLOG

に自動的に送信されます。 

 フォーカスがフィールドを離れると（MixW と HamScope） 

 フィールドの内容が更新されます（FLDIGI および MultiPSK） 

 デジタルモードプログラムのポップアップメニューを使用してください。 

SWISSLOG の QSO-Edit ビューにコールが入力されると、HamScope のコールと名前が

SWISSLOG から送信されます 

すべての JT65 プログラム（SIM PSK および DM780）で、ユーザが対応する QSO を押す

と、すべての QSO データが Swisslog に転送され、QSO が自動的に保存されます。 
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注記：WSJT-X および JTDX（UDP 接続を使用している場合のみ）では、DX Call フィール

ドに入力されたコールサインは、SWISSLOG の Add QSO ウィンドに自動的に転送されま

す。 

16-1 デジタルモードの設定 

Options | Digital Modes-Interface を選択し、次に使用するプログラムを選択します。 

 

Digital Master 780、JT65 プログラムおよび SIM PSK は、Swisslog でさらに設定する必要

はありません。 ダイレクトロギングを有効にするプログラムを選択する必要があります

（複数選択可能）。 選択したプログラムの操作セクションをお読みください。 

- マルチモードプログラム（DM780 を除く）にのみ適用可能：マルチモードプログラムを

以前に設定していない場合は、初めて QSO ウィンドの下部にあるボタ ンを押すと、使

用するマルチモードプログラムを選択するように求められます ： 

 

16-2 マルチモードプログラムのオプション設定 

MixW、FLDIGI または MultiPSK を選択すると、次のダイアログが表示されます： 
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Hamscope を選択すると、次のダイアログが表示されます。 

 

TrueTTY を選択すると、TrueTTY.Exe が配置されているディレクトリを指定する必要があ

るダイアログが表示されます。 

オプションは次のとおりです： 

 Warn if a new Call is entered without saving the current QSO：デジタルモードでコール

サインを入力すると、Swisslog の Add QSO ウィンドに自動的に入力されます（保存さ

れません）。現在の QSO を保存せずにデジタルモードプログラムでコールサインを変

更すると、スイスログに警告メッセージが表示されます。デフォルトではこのオプショ

ンはチェックされておらず、安全な操作のために推奨されています。このようにして、

スイスログからの警告メッセージなしで、デジタルモードプログラムのすべての保存/削

除コントロールが得られます。 

 Set QSO Time on save：QSO 時間をデジタルモードプログラムで QSO 保存ボタンを

押した時刻に設定する場合は、このオプションをオンにします。このチェックボックス
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をオフにすると（デフォルトのオプション）、コールサインを入力すると QSO の開始

時間が設定され、QSO の保存ボタンを押すと QSO の終了時間が設定されます。 

 Get TX-Data from Digital Modes-program：デジタルモードプログラムからトランシーバ

を制御する場合は、このオプションを選択します。 

 Set the call in HamScope from SWISSLOG when a call is changed：SWISSLOG から変

更するときにコールサインを Hamscope に設定する場合は、このオプションをオンにし

ます。 

 Set the name in HamScope from SWISSLOG when a call is changed：SWISSLOG から

変更するときに、Hamscope で演算子名を設定する場合は、このオプションをチェック

します。 

 Program-Location：デジタルモードプログラムのフルパスと名前を入力（または検索）

します。 

16-3 重要なトランシーバのコントロール 

ほぼすべてのデジタルモードが USB または LSB で動作するため（FSK で作業する場合は

RTTY を除く）、トランシーバの CAT コントロールを Swisslog で使用する場合、運用モー

ドがトランシーバーモードではなくリアルモードで保存されることは望ましくありません。 

周波数も、USB / LSB 周波数であるトランシーバに表示される周波数ではなく、使用されて

いるデジタルモードの実際の動作周波数を保存したいと考えています。 MixW と FLDIGI は

実際の動作周波数を送信しますが、これは非常に興味深いものです。これらの理由により、

Swisslog とサポートされているすべてのデジタルモードプログラム（TrueTTY を除く）と

の間でリンクが確立されると、Swisslog のトランシーバ制御は自動的に停止され、これらの

プログラムに完全な CAT 制御が与えられます。適切な操作のために、これらのプログラム

でトランシーバ制御を設定する必要があります。リンクを無効にすると、Swisslog のトラン

シーバ制御が再び開始されます（トランシーバ制御を自動的に開始するオプションを設定し

た場合のみ）。 

重要：ハードウェアの COM ポートは、2 つのプログラムで同時に開くことはできません。

デジタルモードプログラムと Swisslog の間のリンクを無効にすると、デジタルモードプロ

グラムが実行中で COM ポートを使用しているため、Swisslog で CAT コントロールを復元

するとエラーが発生します。商用インターフェース（MicroHam など）を使用している場合

は、マニュアルの中には、CAT 制御として使用する 2 つ以上のシリアルポートを設定する
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可能性があるため、マニュアルをお読みください。このオプションがない場合や、通常の

CAT ケーブルやインターフェイスを使用している場合は、この問題を解決するための優れ

たソリューションがあります。 VSPE（Virtual Serial Port Emulator）ソフトウェアを使用す

ると、ハードウェアのシリアル COM ポートを仮想シリアルポートに分割して、同時に最大

4 つのプログラムで使用できます。トランシーバ、PTT ポート、またはローテータを複数の

プログラムで同時に制御するのに最適なソリューションです。それはまた、いくつかの他の

興味深い機能を提供します。何よりも、32 ビットオペレーティングシステムでは無料で、

64 ビットプラットフォームでは約 25 ドルのコストがかかります。 

http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html にアクセスして、ダウンロードして詳しい情

報を入手してください。 

注：MixW、WSJT-X、JTDX、JT65-HF HB9HQX Edition または SIM PSK を使用している場

合は、これらのプログラムおよび Swisslog で OmniRig を CAT コントロールとして使用す

ることで VSPE の使用を避けることができます。 FLDIGI を使用している場合は、FLDIGI

と Swisslog の CAT 制御用に FLRIG を選択できます。 FLRIG はフリーウェアです。 

16-4 マルチモードプログラムの ON/OFF 

選択したマルチモードプログラムを有効にするには（Digital Master 780 を除く）、QSO 編

集ウィンドのボタンを押します。選択に応じて、次のように表示されます。 

- MixW の場合：  

- FLDIGI の場合：  

- MultiPSK の場合：  

- HamScope の場合：  

- TrueTTY の場合：  

赤いインジケータは、Swisslog がデジタルモードプログラムにリンクされていないことを示

しています。このボタンを押すと、選択されたデジタルモードプログラムが開始され（プロ

グラムが Swisslog の実行前に実行されていない場合）、そのプログラムへのリンクが有効

になります。リンクが確立されると、緑色のインジケータが表示されます。両方のプログラ
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ム間のリンクを無効にする場合は、このボタンをもう一度押すことができます（TrueTTY を

除くすべてのプログラムでこのように動作します）。 

重要：選択したマルチモードプログラム（緑色のボタン）でリンクが確立されている間、

QSO 入力ウィンドを閉じる X ボタンは無効になります（TrueTTY を除く）。リンク中に

QSO Entry ウィンドが開いている必要があります。 QSO Entry ウィンドを閉じる必要があ

る場合は、デジタルモードボタンを押してリンクを無効にします。 

16-5 MixW の運用 

Swisslog と MixW をリンクするデジタルモードの操作を開始するには、 ボタンを押す

必要があります。このボタンを押す前に MixW が起動していなければ MixW が起動します。

数秒後にこのようなボタンが表示されます。緑色の点は、Swisslog と MixW の間に DDE リ

ンクが確立されていることを示します。接続中にこのボタン をもう一度押すと、両方

のプログラム間の接続が無効になります。また、MixW を閉じると Swisslog はリンクが壊れ

ていることを自動的に検出します。どちらの場合も、ボタンに赤いインジケータが再度表示

されます。ボタンをもう一度押すと、MixW と Swisslog の間のリンクが開始されます。 

ボタンを押してリンクを無効にすると、次のような場合に非常に便利になります。 

 DX Window の CAT 機能を使用して Swisslog で SSB を動作させたいが、MixW を

閉じたくない 

 MixW で QSO を編集していて、MixW が編集中に Swisslog にデータを送信したく

ない 

 デジタルモードを運用中に、Swisslog では SSB / CW と交互に使用しています。こ

のオプションを使用すると、あるプログラムから別のプログラムへの操作の柔軟性

と迅速な変更が可能になります 

MixW でコールサインを入力すると、Swisslog の Add QSO ウィンドに自動的に入力されま

す（保存されません）。 MixW には 3 種類の方法でコールサインを入力できます： 

 手動でコールサインを入力し、Enter キーを押すか、カーソルを別のフィールドに

変更する 

 RX ウィンドで受信した Callsign をダブルクリックする 

 RX ウィンドで Callsign を選択し、マウスを右クリックして[Call]を選択します。 
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Swisslog は以下の MixW フィールドから読み込みます： 

 コールサイン 

 モード 

 QSO 周波数（実際の動作周波数） 

 送信された RST 

 受信した RST 

 名前（オペレータ） 

 QTH 

 Notes 

 QSL マネージャ 

 QTH ロケータ 

 州 

 郡 

 IOTA 

MixW の上記のフィールドの内容を変更すると、Swisslog は内容を自動的に対応するフィー

ルドに転送します。 MixW の QSL マネージャーフィールドには、QSL マネージャのコール

サインとは異なる情報が含まれている可能性があるため、Swisslog はこのフィールドで最初

に有効なコールサインを抽出します。 

MixW で State または County に入力するときは、Swisslog が認識するフォーマット（標準

フォーマット）と同じフォーマットでなければなりません。そうしないと、WAS の米国郡

統計に間違ったエントリが作成されます。米国郡には、PA、NY、MD、WA などの 2 文字の

書き方があります。米国郡には、米国国家郡名の形式があります。すなわち NY-ALBANY、

PA-WASHINGTON である。 Swisslog は、転送されたデータの正当性をチェックしていま

せん！ 

名前と QTH ロケータのフィールドは、Swisslog の選択された Callbook データーベースで確

認されます（設定されている場合）。名前は MixW で空の場合にのみチェックされます。 

MixW で QTH ロケータが 4 桁のフォーマットに設定されており、6 桁のフォーマット（同じ
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Maiden Head！）の Callbook データーベースで見つかった場合、6 桁のロケータは

Swisslog に保存されます。例： 

JN93 は現在の QSO に対して MixW で設定されています。選択した Callbook データーベー

スにチェックインした後、Swisslog はロケータ JN93AL でこの局のプロファイルを検索し

ます。 JN93AL が JN93 の代わりに QSO に保存されます。 

Swisslog は、LOTW / ADIF に準拠していない FSK63 と FSK125 を除くすべての MixW モー

ドを認識します。使用されている場合、それらは FSK31 に変換されます。 

 MixW ボタンを押すと、QSO は Swisslog と MixW の両方に保存されます。保存時に

QSO 時間を設定するオプションを設定した場合、QSO 時間は保存ボタンを押した時に設定

されます。それ以外の場合のデフォルトの動作は次のとおりです。コールサインを入力する

と QSO 開始時刻が設定され、 ボタンを押すと QSO 終了時刻が設定されます。 

MixW の ボタンを押すと、すべての QSO フィールドが Swisslog と MixW の両方でクリ

アされます。 MixW で保存した QSO を選択した場合（編集用）、Swisslog が新しい QSO

であるかのようにコールサインに入ることがわかります。これは、MixW が新しい QSO で

あるのと同じ方法で、選択したコールサインを DDE リンク経由で送信するため、通常の動

作です。 Swisslog は新しい QSO を編集したり入力しているかどうかを知ることができま

せん。 MixW で QSO を編集している場合は、 ボタンを押して一時的にリンクを無効

にすることをお勧めします。 MixW の新しい QSO ラインにカーソルを合わせると、このボ

タンを押して MixW と Swisslog の両方の QSO フィールドをクリアすることができます。ま

たは Swisslog の Cancel ボタン を押して、Swisslog の QSO 入力フィールドをクリアす

ることもできます。 

16-6 FLDIGI の運用 

Swisslog と FLDIGI をリンクするデジタルモードの操作を開始するには、 ボタンを押

す必要があります。このボタンを押す前に FLDIGI が起動していない場合、FLDIGI が起動し

ます。数秒後にこのようなボタン が表示されます。緑色の点は、Swisslog と FLDIGI の

間にリンクが確立されていることを示します。接続中にこのボタンをもう一度押すと、両方

のプログラム間の接続が無効になります。または FLDIGI を閉じると Swisslog はリンクが壊

れていることを自動的に検出します。どちらの場合も、ボタンに赤いインジケータが再度表

示されます。ボタンをもう一度押すと、FLDIGI と Swisslog の間のリンクが開始されます。 
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ボタンを押してリンクを無効にすると、次のような場合に非常に便利になります。 

 DX Window の CAT 機能を使用して Swisslog で SSB を操作することを好みます

が、FLDIGI を終了したくない 

 デジタルモードで作業している場合、Swisslog では SSB / CW と交互に使用してい

ます。このオプションを使用すると、あるプログラムから別のプログラムへの操作

の柔軟性と迅速な変更が可能になります 

FLDIGI にコールサインを入力すると、Swisslog の Add QSO ウィンドに自動的に入力され

ます（保存されません）。 FLDIGI には 2 つの方法でコールサインを入力できます： 

 Call フィールドにコールサインを手動で入力する（下記の注を参照） 

 RX ウィンドウ（右から左）でコールサインを選択し、マウスを右クリックして

call を選択する 

注記：FLDIGI QSO フィールドの内容は、QSO フィールドに入力する間に Swisslog の対応

するフィールドに直接転送されます（フィールド内容を送信するために Enter キーを押す必

要はありません）。この方法を使うことで、ユーザが完全なコールサインを入力し終わった

ときを知る方法はありません！ FLDIGI のコールサインに 3 文字以上（最小のコールサイン

長）が含まれている場合、コールサインはスイスログに転送され始めます。ただし、新しい

文字を追加/削除するたびに、それは新しいコールサインのように Add QSO ウィンドに再

度転送されます。この理由から、Swisslog はフルコールサインの入力を完了するまで、非常

に短時間で "いくつかの"コールサインを処理しなければならないので、コールサインに関す

るすべての情報を取得するのにいくらか遅延することがあります。この動作を避けるには、

上記の 2 番目の方法を使用することをお勧めします。これは、full callsign が Swisslog に 1

回で送信されるからです（下記のスクリーンショットを参照）。 
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Swisslog は、以下の FLDIGI フィールドから読み取ります。 

 Call  

 Op Mode  

 Frq ( QSO している周波数)  

 Out (送信 RST )  

 In (受信 RST)  

 #R (コンテスト中のシリアル番号, RSTR_NR)  

 Op (オペレータ)  

 QTH  

 Loc (QTH グリッドロケータ)  

 St (US 州)  

 Notes 
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FLDIGI の上記のいずれかのフィールドでコンテンツを変更すると、Swisslog の対応するフ

ィールドに自動的に転送されます。 

FLDIGI に米国国を入力するときは、Swisslog が認識するフォーマット（標準フォーマッ

ト）と同じフォーマットでなければなりません。そうしないと、WAS アワードに間違った

エントリが作成されます。米国の州には、PA、NY、MD、WA など 2 文字の表記がありま

す。Swisslog は、転送されたデータの正当性をチェックしません！ 

Swisslog の選択された Callbook データーベースで名前とグリッドロケータのフィールドが

チェックされます（設定されている場合）。名前は FLDIGI で空の場合にのみチェックされ

ます。 QTH ロケータが FLDIGI で 4 桁のフォーマットに設定され、6 桁のフォーマット

（同じ Maiden Head！）の Callbook データーベースで見つかった場合、6 桁のロケータは

Swisslog に保存されます。 

例：JN93 は現在の QSO のために FLDIGI に設定されています。選択した Callbook データ

ーベースにチェックインした後、Swisslog はロケータ JN93AL でこの局のプロファイルを

検索します。 JN93AL は JN93 の代わりに QSO に保存されます。 

FLDIGI ボタン を押すと、QSO は Swisslog と FLDIGI の両方に保存され、同時に FLDIGI

のすべての QSO フィールドがクリアされます。保存時に QSO 時間を設定するオプション

を設定した場合、QSO 時間は保存ボタンを押した時に設定されます。それ以外の場合のデ

フォルトの動作は次のとおりです。コールサインを入力すると QSO 開始時刻が設定され、

ボタンを押すと QSO 終了時刻が設定されます。 

FLDIGI ボタン を押すと、SwissLog と FLDIGI の両方ですべての QSO フィールドがクリ

アされます。 

重要：SwissLog で eQSL リアルタイムログオプションを使用する場合、FLDIGI の eQSL リ

アルタイムログを無効にする必要があります。そうしないと、同時に 2 つの QSO をアップ

ロードします。 

16-7 MultiPSK の運用 

SwissPS と共に MultiPSK を使用する前に、MultiPSK 設定でオプションを有効にする必要が

あります。 Swisslog は MultiPSK の TCP / IP リンクと内部 DDE サーバを使用して

MultiPSK からデータを読み取ります。 デフォルトでは、TCP / IP リンクはアクティブでは
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ありません。 MultiPSK を起動して設定画面に移動するには、"Your logbook"を選択し、オ

プション"TCP/IP client Logbook (through the Multipsk TCP/IP link"):を選択します。 

 

Swisslog と MultiPSK をリンクするデジタルモードの操作を開始する準備が整いました。

ボタンを押す 。このボタンを押す前に MultiPSK が起動していない場合、MultiPSK が

起動します。数秒後に ボタンが表示されます。緑色の点は、Swisslog と MultiPSK の

間に TCP / IP リンクが確立されていることを示します。接続中にこのボタンをもう一度押

すと、両方のプログラム間の接続が無効になります。また、MultiPSK を終了した場合、

Swisslog は自動的にリンクが切断されたことを検出します。どちらの場合も、ボタンに赤い

インジケータが再度表示されます。 ボタンをもう一度押すと、MultiPSK と Swisslog の

間のリンクが開始されます。 

ボタンを押してリンクを無効にすると、次のような場合に非常に便利になります。 

 DX Window の CAT 機能を使用して Swisslog で SSB を動作させたいが、MultiPSK

を閉じたくない 

 デジタルモードで運用中に、Swisslog では SSB / CW と交互に使用しています。こ

のオプションを使用すると、あるプログラムから別のプログラムへの操作の柔軟性

と迅速な変更が可能になります 

MultiPSK でコールサインを入力すると、Swisslog の Add QSO ウィンドに自動的に入力さ

れます（保存されません）。 MultiPSK には 2 つの方法でコールサインを入力できます。 

 Callsign フィールドに手動でコールサインを入力する（下記の注を参照） 

 RX ウィンドで Callsign を選択し、マウスを右クリックして[Call]を選択します。 

注記：MultiPSK QSO フィールドの内容は、QSO フィールドに入力する間に Swisslog の対

応するフィールドに直接転送されます（フィールド内容を送信するために Enter キーを押す

必要はありません）。この方法を使うことで、ユーザが完全なコールサインを入力し終わっ

たときを知る方法はありません！ MultiPSK の callsign に 3 文字以上（最小のコールサイン
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長）が含まれている場合、Callsign は Swisslog に転送され始めます。ただし、通話に新し

い文字を追加/削除するたびに、それは新しいコールサインのように Add QSO ウィンドに

再度転送されます。この理由から、Swisslog はフルコールサインの入力を完了するまで、非

常に短時間で "いくつかの"コールサインを処理しなければならないので、コールサインに関

するすべての情報を取得するのにいくらか遅延することがあります。この動作を避けるに

は、上記の 2 番目の方法を使用することをお勧めします。これは、full callsign が Swisslog

に 1 回で送信されるからです（下記のスクリーンショットを参照）。 

 

Swisslog は、以下の MultiPSK フィールドから読み取ります。 

 Call  

 Name (オペレータ)  

 Freq  

 Mode  

 Ur RST (送信 RST)  
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 My RST (受信 RST)  

 Locator  

 QTH  

 Notes 

MultiPSK の上記のいずれかのフィールドで内容を変更すると、Swisslog の対応するフィー

ルドに自動的に転送されます。 

Swisslog の選択された Callbook データーベースで名前とロケータのフィールドがチェック

されます（設定されている場合）。名前は、MultiPSK で空の場合にのみチェックされま

す。 QPS ロケータが MultiPSK で 4 桁のフォーマットに設定され、6 桁のフォーマット

（同じ Maiden Head！）の Callbook データーベースで見つかった場合、6 桁のロケータは

Swisslog に保存されます。 

例：JN93 は現在の QSO のために MultiPSK に設定されています。選択した Callbook デー

ターベースにチェックインした後、Swisslog はロケータ JN93AL でこの局のプロファイル

を検索します。 JN93AL は JN93 の代わりに QSO に保存されます。 

Swisslog は、プロフェッショナルモードと ASCII、LENTUS、ALE400、および 141A

（ALE）の特殊モード以外のすべての MultiPSK を認識します。これらのモードを使用する

場合、スイスログで同様の QSO モードを手動で選択するか、Edit | Add / Edit modes を設

定します。 

MultiPSK ボタン を押すと、QSO は Swisslog と MultiPSK の両方に保存され

ます。保存時に QSO 時間を設定するオプションを設定した場合、QSO 時間は保存ボタンを

押した時に設定されます。それ以外の場合のデフォルトの動作は次のとおりです。コールサ

インを入力すると QSO 開始時刻が設定され、 ボタンを押すと QSO 終了時

刻が設定されます。 

MultiPSK の ボタンを押すと、Swisslog と MultiPSK の両方ですべての QSO フィール

ドがクリアされます。 
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16-8 TrueTTY の運用 

Swisslog と TrueTTY をリンクするデジタルモードの操作を開始するには、 ボタンを

押す必要があります。 このボタンを押す前に TrueTTY が起動していない場合、TrueTTY が

起動します。 

また、TrueTTY で使用する QSO 編集ウィンドに特別なツールバーが表示されます（

ボタンを押してこのツールバーを有効または無効にすることができます）。 

下記を含む： 

 12 マクロ 1〜12 を押したときに送信するボタン 

 36 個の利用可能なすべてのマクロを含むドロップダウン・リスト。 マクロを選択して

ダブルクリックして送信します 

 送信を開始または停止する TX ボタン 

 送信を一時停止または再開する Pause（一時停止）ボタン。 

 

TrueTTY は、マクロを使用する CWType と同じ方法で動作します。 

16-9 HamScope の運用 

Swisslog と HamScope をリンクするデジタルモードの操作を開始するには、 ボタン

を押す必要があります。このボタンを押す前に HamScope が起動していない場合、

HamScope が起動します。数秒後に このようなボタン が表示されます。緑色の点は、

Swisslog と HamScope の間にリンクが確立されていることを示します。接続中にこのボタ

ンをもう一度押すと、両方のプログラム間の接続が無効になります。または HamScope を

閉じると Swisslog はリンクが壊れていることを自動的に検出します。どちらの場合も、ボ

タンに赤いインジケータが再度表示されます。ボタンをもう一度押すと、HamScope と

Swisslog の間のリンクが開始されます。 

 ボタンを押してリンクを無効にすると、次のような場合に非常に便利になります。 
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 DX Window の CAT 機能を使用して Swisslog で SSB を操作することを好みます

が、HamScope を終了したくない 

 デジタルモードで作業している場合、Swisslog では SSB / CW と交互に使用してい

ます。このオプションを使用すると、あるプログラムから別のプログラムへの操作

の柔軟性と迅速な変更が可能になります 

HamScope にコールサインを入力すると、Swisslog の Add QSO ウィンドに自動的に入力

されます（保存されません）。 HamScope には 2 つの方法でコールサインを入力できま

す：  

 手動でコールサインを入力し、カーソルを別のフィールドに変更する 

 Set the call in HamScope from SWISSLOG when a call is changed オプションを有効に

した場合、Swisslog から直接 callsigns を入力することができます 

 

Swisslog は Hamscope の下記のフィールドを読み込みます。 

Callsign  

Name  
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QTH  

Mode  

QRG (Rig Control window が開いていて Rig の設定ができている場合)  

送信 RST  

受信 RST 

HamScope ボタン "Log it"を押すと、QSO は Swisslog と HamScope の両方に保存されま

す。 保存時に QSO 時間を設定するオプションを設定した場合、QSO 時間は保存ボタンを

押した時に設定されます。 それ以外の場合、デフォルトの動作は次のようになります。コ

ールサインを入力すると QSO の開始時刻が設定され、「ログする」ボタンを押すと QSO

の終了時刻が設定されます。 

HamScope ボタン「Clear」を押すと、Swisslog と HamScope の両方ですべての QSO フィ

ールドがクリアされます。 

16-10 JT65-HF HB9HQX Edition の運用 

非常に重要： 

 JT65-HF HB9HQX Edition バージョン 4 以降は Swisslog をサポートしています。古い

バージョンを使用していて Swisslog と共に使用したい場合は、更新する必要がありま

す。 

 このプログラムを使用する前に SWISSLOG を最初に実行しておく必要があります。 

 Windows Vista 以上を使用しており、SWISSLOG が Program Files フォルダにインスト

ールされている場合は、完全な管理者権限で HB9HQX Edition を実行する必要がありま

す。そうしないと、エラーが発生します。 HB9HQX アイコンを右クリックし、「管理

者として実行」を選択します。 

 JT65-HF HB9HQX Edition は localhost（127.0.0.1）の TCP 接続を介してポート 7802

経由で情報を交換します。通信の問題が発生した場合、ウイルス対策/ファイアウォール

がこのポートをブロックしていないことを確認してください！ HB9HQX Edition の

QSO 保存ボタンを押しても QSO がスイスログに保存されない場合は、HB9HQX 

Edition にファイアウォール例外を追加して、すべての着信/発信接続を許可する必要が

あります。 
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JT65-HF HB9HQX Edition で Swisslog をログデータベースとして設定するには、以下の手

順を実行します。 

 HB9HQX を開き、Configure | Pause で configuration ウィンドを開きます。 

 LOG タブを選択し、SWISSLOG タブを選択します。 HB9HQX Edition は Swisslog が

インストールされている場所を検出します。 

 TEST CONNECT ボタンを押します。 

 接続が成功した場合は、SAVE CONFIGURATION ボタンを押してください： 

 

メインウィンドウの右下には、現在の Logdatabase としての Swisslog（およびバージョン

番号）と、Swisslog データーベースに保存されている JT65 QSO の総数が表示されます。 

HB9HQX Edition は、接続が実行されたときに Swisslog に格納されているすべての JT65 

QSO をロードします。 

QSO が終了したら、LOG QSO ボタンを押すと QSO が自動的に Swisslog に保存されま

す： 
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Swisslog は下記のフィールドを読み込みます。 

 Call 

 Name 

 Date 

 Start Time 

 End Time 

 Sent report 

 Received report 

 Grid 

 QRG 

 eQSL ステータス（HB9HQX で eQSL リアルタイムログが使用されている場合、

Swisslog の L_eQSL_Status フィールドは "Uploaded"に設定され、

L_eQSL_Send_date も設定されます） 
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 Club Log へのステータスのアップロード（Club Log のリアルタイムログが

HB9HQX で使用されている場合、Swisslog の

L_CLUBLOG_QSO_UPLOAD_STATUS フィールドは 1 に設定され、

L_CLUBLOG_QSO_UPLOAD_DATE も設定されます） 

 TX Power (Swisslog コメントフォールドの"TX Power:"に転送) 

 Comments 

重要：Swisslog でリアルタイムログオプションを使用する場合は、HB9HQX Edition のリア

ルタイムログを無効にする必要があります。そうしないと、同時に 2 つの QSO をアップロ

ードします。 

Swisslog の選択された Callbook データーベースで名前とグリッドのフィールドがチェック

されます（設定されている場合）。 名前は HB9HQX で空の場合にのみチェックされます。 

QTH ロケータが HB9HQX で 4 桁のフォーマットに設定されていて、6 桁のフォーマット

（同じ Maiden Head！）の Callbook データーベースで見つかった場合、6 桁のロケータは

Swisslog に保存されます。 

例： 

JN93 は現在の QSO の HB9HQX に設定されています。 選択した Callbook データーベース

にチェックインした後、Swisslog はロケータ JN93AL でこの局のプロファイルを検索しま

す。 JN93AL は JN93 の代わりに QSO に保存されます。 

16-11 WSJT-X/JTDX の運用 

WSJT-X または JTDX プログラムを使用できます。 JTDX は WSJT-X の改良版であり、

WSJT-X とよく似ています。どちらのプログラムも、localhost（127.0.0.1）の UDP を介し

てポート 2237 を介して情報を交換します。 

重要：JTALERT を使用している場合は、このプログラムの最新バージョンが UDP ポートの

排他性を取り、Swisslog または UDP ポートを読み取る他のプログラムとの通信をブロック

することに注意する必要があります。 JTDX の最新バージョンでは、TCP 通信を外部プロ

グラムで使用することができます。この接続は、Swisslog と共に JTALERT の最新バージョ

ンを使用する場合に選択する必要があります。Options | Digital Modes-Interface | JT65 

WSJT-X / JTDX | TCP (only JTDX).  WSJT-X はこの機能を実装していないので、Swisslog

と WSJT-X を通信する場合は JTALERT を使用できません。 
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通信の問題が発生した場合は、ウイルス対策/ファイアウォールが UDP / TCP ポートをブロ

ックしていないことを確認してください。 

WSJT-X または JTDX で Swisslog を設定するには、次の手順を実行します： 

 WSJT-X または JTDX を開き、ファイル|設定 

 REPORTING タブを選択します。 

 For UDP configuration：UDP サーバが 127.0.0.1 で、UDP サーバのポート番号が

2237 であることを確認します。 

 For TCP Configuration (only JTDX)： 

 "Enable data transfer to external log"オプションをオンにします 

 TCP Server が 127.0.0.1 で、TCP ポート番号が 52001 であることを確認して

ください。 

 推奨設定： 

 "Prompt me to log QSO"をチェックする 

 "Clear DX call and grid after logging"をチェックします（特に UDP の場合） 

 



242 

 

重要：Swisslog で eQSL リアルタイムログオプションを使用する場合は、JTDX の eQSL リ

アルタイムログを無効にする必要があります。そうしないと、同時に 2 つの QSO をアップ

ロードします。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UDP 接続を使用している場合読んで下さい。 

Swisslog が WSJT-X / JTDX から最初の UDP パケットを受信すると、Membership Panel ボ

タンの横に次のボタン が表示されます。 

Swisslog が WSJT-X / JTDX とリンクしていることを示します。このボタンをもう一度押す

と、WSJT-X / JTDX とのリンクが無効になります。 のように表示されます： 

"DX Call"フィールドに見つかったか手動で入力したコールサインは、Swisslog の Add QSO

ウィンドに自動的に入力されます（保存されません）。モードも転送されます。これは、重

複チェック（すなわち、JTALERT）のための外部プログラムの使用を避けるために非常に

便利です。同時に、コールブックや会員情報、統計情報などを取得するために Swisslog す

べての利点を得ることができます。スイスログの QSO をクリアするには、"DX Call"フィー

ルドをクリア（または「Erase」ボタンを 2 回押します）します。文字単位で削除する代わ

りに、完全なコールサインを選択し、Delete キーを押してすべてのフィールドを一度にクリ

アします。 

注： "DX Call"を手作業で入力すると、DX Call フィールドの callsign に 3 文字以上（最小の

CallSign Length）が含まれていると、コールサインが Swisslog に転送されます。ただし、

新しい文字をコールに追加/削除するたびに、新しいコールサインのように QSO ウィンドに

再度転送されます（フィールドの内容を送信するために Enter キーを押す必要はありませ

ん）。この理由から、Swisslog はフルコールサインの入力を完了するまで、非常に短時間で 

"いくつかの"コールサインを処理しなければならないので、コールサインに関するすべての

情報を取得するのにいくらか遅延することがあります。 

WSJT-X / JTDX は、さまざまな内部状態が変更されたときに非常に頻繁にステータスメッ

セージを送信することが重要です。このメッセージにより、Swisslog は DX Call フィールド

の内容と現在の操作モードを同期させることができます。これは、WSJT-X または JTDX で

作業したいときに最適です。しかし、WSJT-X / JTDX が動作しているときに Swisslog に手

動でコールサインを入力したり、MixW、FLDIGI などで他のモードを動作させたい場合は、

UDP ボタンを押してリンクを無効にする必要があります。それ以外の場合、Swisslog は常
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に他の入力を無視して WSJT-X / JTDX で設定されたコールサイン/モードに従うので、狂っ

てしまうでしょう。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QSO が終了したら、LOG QSO ボタンを押すと QSO が自動的に Swisslog に保存されま

す。 

次のフィールドが Swisslog に転送されます。 

 Call 

 Name 

 Date 

 Time 

 Sent report 

 Received report 

 Mode 

 QRG 

 Grid 

 TX Power (Swisslog "TX Power:"コメントフィールドに送られます) 

 Comments 

Swisslog の選択された Callbook データーベースで名前とグリッドのフィールドがチェック

されます（設定されている場合）。 名前は、WSJT-X / JTDX で空の場合にのみチェックさ

れます。 QTH ロケータが WSJT-X / JTDX で 4 桁のフォーマットに設定され、6 桁のフォ

ーマットの Callbook データーベースで見つかった場合（同じ Maiden Head！）、6 桁のロ

ケータは Swisslog に保存されます。 

例： 

JN93 は現在の QSO のために WSJT-X / JTDX に設定されています。 選択した Callbook デ

ーターベースにチェックインした後、Swisslog はロケータ JN93AL でこの局のプロファイ

ルを検索します。 JN93AL は JN93 の代わりに QSO に保存されます。 
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16-12 SIM PSK の運用 

SIM PSK は Nizar Ben Rejeb によって開発されたプログラムです。 SIM31 と呼ばれる特別

なモードが特徴です。 SIM31 は、すべてのアマチュアバンドで過酷な条件下で信頼性の高

い確認済みの QSO を作成するために特別に設計された、堅牢な新しいデジタルモードで

す。 SIM31 は、“Structured Integrated Message BPSK 31 bauds”の略です。 SIM63 モー

ドも利用可能です。 また、このプログラムで PSK31 / PSK63 モードを操作することもでき

ます。 実験的なモードですが、Swisslog で実装しました。なぜなら、多くの Swisslog ユー

ザがこの特殊モードを使用しているからです。 

QSO が終了したら、SAVE QSO ボタンを押します。 以下のウィンドがポップアップ表示

されます： 

 

コメントがあれば設定し、スイスログに QSO を保存するには SWISSLOG オプションをチ

ェックしてください。 SAVE QSO ボタンを押すと QSO が自動的に Swisslog に保存されま

す。 

重要：すでにスイスログにリアルタイムで QSO を保存している場合は、WEB LOGBOOKS

オプションをチェックしないでください。 それ以外の場合は、2 つの重複 QSO をアップロ

ードします！ 

次のフィールドが Swisslog に転送されます。 

 Call 

 Name 
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 Date 

 Time 

 Sent report 

 Received report 

 Mode 

 QRG 

 Grid 

 TX Power (Swisslog "TX Power:"コメントフィールドに送られます) 

 Comments 

Swisslog の選択された Callbook データーベースで名前とグリッドのフィールドがチェック

されます（設定されている場合）。 名前は SIM PSK で空の場合にのみチェックされます。 

QTH ロケータが SIM PSK で 4 桁のフォーマットに設定されており、6 桁のフォーマット

（同じ Maiden Head！）の Callbook データーベースで見つかった場合、6 桁のロケータは

Swisslog に保存されます。 

例： 

JN93 は現在の QSO に対して SIM PSK に設定されています。 選択した Callbook データー

ベースにチェックインした後、Swisslog はロケータ JN93AL でこの局のプロファイルを検

索します。 JN93AL は JN93 の代わりに QSO に保存されます。 

16-13 Digital Master 780 の運用 

DM780（HRD 5.xx のみ）で Swisslog を設定するには、次の手順を実行します。 

 DM780 を開き、Tools | Program Optionsni に行く。 

 QSO FORWARDING タブを選択し、"Forward logbook changes using UDP to other 

logging programs"（UDP を使用してログブックの変更を他のログプログラムに転送す

る）オプションをチェックします 

 Address フィールドを localhost に設定し、Port を 2235 に設定します。通信の問題が発

生した場合は、ウイルス対策/ファイアウォールがこのポートをブロックしていないこと

を確認します。 
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QSO が終了したら、ADD ボタンを押すか F7 キーを押すと QSO が自動的に Swisslog に保

存されます。 

次のフィールドが Swisslog に転送されます。 

 Call 

 Name 

 QTH 

 Date 

 Start Time 

 End Time 

 送信 RST とナンバー 

 受信 RST とナンバー 

 Mode 

 QRG 

 Grid 
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 Comments 

Swisslog の選択された Callbook データーベースで名前とグリッドのフィールドがチェック

されます（設定されている場合）。 名前は DM780 で空の場合にのみチェックされます。 

QTH ロケータが DM780 で 4 桁のフォーマットに設定されており、6 桁のフォーマット（同

じ Maiden Head！）の Callbook データーベースで見つかった場合、6 桁のロケータは

Swisslog に保存されます。 

例： 

JN93 は現在の QSO に対して DM780 に設定されています。 選択した Callbook データーベ

ースにチェックインした後、Swisslog はロケータ JN93AL でこの局のプロファイルを検索

します。 JN93AL は JN93 の代わりに QSO に保存されます。 

17 CW インターフェイス 

SWISSLOG は以下の CW プログラムとリンクしています：CwType、CWGet、CW 

Skimmer。 CwType は CW を送信します。 CwGet と CW スキマーは CW をデコードしま

す。 K1EL WinKeyer インターフェイスもサポートしています。 

 WinKeyer、www.hamcrafters.com の K1EL 

 Sergei Podstrigailo の CWType と CWGet、www.DXSoft.com の UA9OSV。 

 Alex Skovkopas の CW スキマー、VE3NEA、www.DXAtlas.com。 

CWType は無料ですが、CW Get と CW Skimmer は登録が必要です。 

 

次のダイアログでは、CwType.Exe / CwGet.Exe / CWSkimmer.Exe が置かれているディレク

トリを指定する必要があります。 
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注記：CW デコーダを設定していない場合は、初めて QSO ウィンドの下にある ボタンを

押すと CW をデコードするために使用するプログラムを選択するように求められます。 

 

重要（CW Type / CW GetW）： 

現在のバージョンの CWType / CWGet は、（最初のバージョンのように）プログラムフォ

ルダに構成 INI ファイルをインストールするのではなく、次の場所にインストールします。 

 Windows Vista 以上：C：¥ ProgramData ¥ CWType（または CWGet） 

 Windows XP の場合：C：¥Documents and Settings¥All Users¥Program 

Data¥CWType（または CWGet）。 

Swisslog は上記のフォルダにあるデフォルトの INI ファイルを自動的に使用します。 見つ

からない場合は、これらのプログラムのプログラムフォルダ内で検索します（旧バージョン

との互換性のため）。 

17-1 CW インターフェイスの有効化 

Edit-QSO ウィンドの ボタンを押すと、以下のインターフェイスが自動的に起動します。 

 CW Type （前のステップで設定した場合） 

 これらのプログラムが実行されていない場合に備えて、最後に設定された CW デコ

ーダ（Cw Get または CW Skimmer）。 両方のデコーダを設定している場合は、

Options | CW - Interface で優先 CW デコーダを選択して、どちらかを使用するよう

に切り替えることができます。 CW - インターフェイスを選択し、OK を押しま

す。 マウスカーソルを ボタンの上に置くと、どのプログラムが起動されるかの

ヒントメッセージが表示されます。 

QSO-Edit ウィンドに CW Type で使用する特殊ツールバーが表示されます（ ボタンを押

してこのツールバーを有効または無効にすることができます）。 を含む： 

 12 マクロ 1〜12 を押したときに送信するボタン 
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 36 個の利用可能なすべてのマクロを含むドロップダウン・リスト。 マクロを選択

してダブルクリックして送信します 

 送信を開始または停止する TX ボタン 

 送信を一時停止または再開する一時停止ボタン。 

 

17-2 マクロ 

マクロを使用すると、マクロボタンの 1 つを押すことによって送信されるテキストと

SWISSLOG フィールドを定義できます。 

SWISSLOG は〜[iField]または `[iField]として使用するための以下のフィールドをマクロ内

に格納します（CwType Help を参照） 

Call：相手局のコールサイン（QSO ウィンドのコールサイン） 

Name：オペレータ名（QSO ウィンドウのオペレータ） 

RSTS：RST 送信（RSTS im QSO ウィンドウ） 

RSTSNR：送信された RST_Nr（QSO ウィンドの RSTSNr） 

RSTR：受信した RST（QSO ウィンドの RSTR） 

RSTRNR：受信した RST_Nr（QSO ウィンドの RSTRNr） 

MySerial：SWISSLOG ライセンス所有者のコールサイン 

MyCall：現在の QTH で使用されているコールサイン 

MyName：現在の QTH で使用されている名前 

MyQTH：現在の QTH で使用されている QTH 

MyQTHLocator：QTH - 現在の QTH のロケータ 

MyRig：現在の QTH で使用されているリグ 

MyAntenna：現在の QTH で使用されているアンテナ 

MyPower：現在の QTH で使用される電力 
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これはテストに使用した例です： 

[Cw_Macros] 

Macro0="Macro0" 

Macro1="~[tx] cq cq de ~[iMyCall] ~[iMyCall] ~[iMyCall] cq cq de ~[iMyCall] ~[iMyCall] 

~[iMyCall] ~[m11] " 

Macro2="~[iCall] de ~[iMyCall]" 

Macro3="~[m2] = ga dr om ~[iName] = tnx fr ur call = ur rst is ~[iRSTS] ~[iRSTS] ~[iRSTS] = " 

Macro4="MY NAME IS ~[iMyName] ~[iMyName] ~[iMyName] = MY QTH IS ~[iMyQTH] 

~[iMyQTH] ~[iMyQTH] = HW? " 

Macro5="MY Conds are = Rig is ~[iMyRig] pwr is ~[imyPower] Ant is ~[iMyAntenna] =  

Macro6="~[tx] cq cq de HB9BJS HB9BJS HB9BJS cq cq de HB9BJS HB9BJS HB9BJS 

~[m11] " 

Macro7="~[ec] de HB9BJS" 

Macro8="~[M7] = ga dr ~[en] = tnx fr ur call = ur rst is ~[esr] ~[esr] ~[er] = " 

Macro9="MY NAME IS Walter Walter Walter = MY QTH IS Walenstadt Walenstadt 

Walenstadt = HW? " 

Macro10="~[fInfo_BJS.txt]" 

Macro11="pse k`[rx]" 

Macro12="~[cl]"  

Info-File "Info_BJS.txt", used in Macro10 :  

~[M7] = 

My pwr is 50 wts = 

My ant is dipole = 

`[ec] de Walter (  
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17-3 CW Get の運用 

CwGet から SWISSLOG の QSO ウィンドに直接データをコピーすることができます。 こ

れを行うには、CwGet でコピーするテキストにマークを付け、マークされたテキストをコ

ピーするフィールドをクリックして選択します。 

 

すべてのロギングアクション（QSO の保存またはキャンセル）は Swisslog で行わなければ

なりません！ 

17-4 CW Skimmer の運用 

Swisslog は、内部 Telnet 接続を介して CW Skimmer に接続します。 ユーザは、 ボタン

が緑色 になると CW Skimmer に正しく接続されていることを認識します。CW Skimmer

の右下には、Tln: 1 user のメッセージも表示されます。 これは 1 人のユーザ（Swisslog）

が Telnet 経由で CW Skimmer に接続されていることを示します。 これが表示されない場合

は、アンチウィルス/ファイアウォールが Swisslog および/または CW Skimmer の

outgoing/incoming（発信/着信接続）をブロックしていないことを確認してください。 

Swisslog は、ユーザによってアクティブ化されていない場合に備えて自動的に CW 

Skimmer の Telnet サーバをアクティブにします（デフォルトでは有効になっていませ

ん）。 だから、これについて心配する必要はありません。 
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CWSkimmer から SWISSLOG の QSO ウィンドに直接データをコピーするには、次の 2 つ

の方法があります。 

 デコードされたコールサインをクリックする 

 Callsign リストのコールサインをダブルクリックする 

すべてのロギングアクション（QSO の保存またはキャンセル）は Swisslog で行わなければ

なりません！ 

 

17-5 K1EL WinKeyer のサポート 

SWISSLOG は K1EL WinKeyer（すべてのバージョン）をサポートしています。  

機能マクロとバッファされたコマンド 

K1EL WinKeyer ウィンドを開くには： 

メインメニューから View | K1EL WinKeyer を選択します。 

これにより、K1EL WinKeyer ウィンドが開きます。 ウィンドのタイトルには、現在のステ

ータス（Connected 又は Disconnected）が表示されます。 接続されている場合、

WinKeyer のバージョン（WK1、WK2 または WK3）とファームウェアのリビジョン番号が

表示されます： 
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マウスの右ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示されます。 このウィンドは、デ

ュアルモニターシステムのスタンドアロンとして設定できます。 

 

17-5-1  WinKeyer の設定 

Options | CW Interfaces | K1EL WinKeyer を選択するか、WinKeyer ウィンドのボタン を

押します。 

 



254 

 

ほとんどのパラメータは WinKeyer に固有です。 Swisslog は、ほとんどのユーザに適した

デフォルト値の完全なセットを提案しています。 各パラメータの詳細については、

WinKeyer のマニュアルを参照してください。 以下に説明するスイスログに固有のいくつか

のパラメータがあります。 

注：以下のエラーメッセージが表示された場合、WinKeyer が正しく接続されていないか、

電源が OFF です。 

 

17-5-2 SWISSLOG 向けの設定 

Track speed pot changes （速度の変化を追跡する） 

このオプションが設定されている場合 WinKeyer-Speed-Potentiometer で CW 速度を変

更できます。 

Character representation in TX Window （TX ウィンドの文字表示） 

TX ウィンドの文字表示は、送信ステータスに依存します。 

 送信待ち 

送信待ちの文字で、WinKey に送信されなかった文字。 SWISSLOG は

WinKeyer のバッファを決して満たさないことに注意してください。 WinKeyer

には少数の文字しか送信されません。これにより、入力時に入力ミスを修正し

やすくなります。 WinKeyer でキューに入れられている文字数を制御するに

は、SWISSLOG は WinKeyer を使用して、無線に送信された文字をエコーする

必要があります。 したがって、serial echoback を強制的に実行し、内部でソ

フトスイッチを使用してエコーを鳴らすかどうかを制御します。 

 To WinKeyer 

文字が WinKeyer に送信されました。 

 While transmitting 
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電文は無線機に送られました。 

対応するボタンを使用して、フォントと背景色を設定できます。 

17-5-2 基本操作 

 CW 入力ウィンドに送信するテキストを入力します。 ここでは、buffered コマンドを

使用することもできます 

注： '¬'（Alt + 170）と入力すると Swisslog は 8 ドット（標準の 'Error'メッセージ）を送信

します。 

 マクロを定義している場合は、次のいずれかの方法でマクロテキストを入力できます。 

 マクロボタンを押す 

 マクロに割り当てられたショートカットを押す 

 マクロリスト内のマクロを選択し、 ボタンを押すか、ポップアップメニューから

Play を選択します 

 速度を次のように変更します。 

 スピードスライダのスライダを動かす 

 スピードフィールドの上/下ボタンを押す 

 WinKeyer の速度ポテンショメータを回して（追跡を有効にする必要があります） 

 WinKeyer ウィンドから CW 入力またはエコーを選択してから、 ボタンを押すか、ポ

ップアップメニューから Clear を選択してウィンドをクリアします 

 マクロまたは保留中のテキストの送信を直ちに停止するには、ESC キーを押します。 

CW 入力ウィンドもクリアされます。 

17-5-3 マクロ 

マクロを使用すると、標準テキストメッセージを準備できます。 これらのメッセージに

は、現在の QSO（QSO Edit ウィンドで現在編集されているもの）の値が入った変数フィー

ルドを含めることができます。 Macro-Editor（マクロエディタ）を使用してマクロを作成し

ます。 

マクロエディタを開くには、 ボタンを押すか、ポップアップメニューから Macro-Editor  

を選択します 
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マクロには 5 つのフィールドがあります： 

 Macro Name WinKeyer ウィンドのマクロリストに表示されるマクロの名前です。

ユニークでなければなりません。 

 Shortcut マクロを挿入するショートカット 

 Button Label ボタンラベルボタンに表示されるラベル。短いラベルにする必要があ

ります。空白の場合、ボタンは表示されません。すべてのボタンラベルが空白の場

合、ボタンバーは表示されません。 

 Repeat マクロテキストを送信する回数 

 Macro Text マクロテキスト変数を含めて送信されるテキスト。 

Variable Fields 変数フィールド 

変数フィールドは、現在編集されている QSO（QSO 編集ウィンドウの QSO）から値を挿

入できるフィールドのリストです。 

変数フィールドを挿入するには： 

 カーソルを挿入する位置にカーソルを置きます 

 リストからフィールドを選択する 

 Insert selected field ボタンを押します。 
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Add a new Macro 

新しいマクロを追加するには、 ボタンを押すか、Function メニューd new Macro

を選択します 

Delete a Macro 

マクロを削除するには 

 削除するマクロを選択する 

 ボタンを押すか、機能メニューから Delete selected Macro を選択します。 

Edit a Macro 

マクロを編集するには、そのマクロを選択して、必要な変更を加えます 

Save new / changed Macros で ボタンを押します 

17-5-4 Buffered コマンド 

K1EL WinKeyer はバッファコマンドをサポートしています。 これらのコマンドは、データ

との位置関係を維持しながら入力バッファに入ります。 SWISSLOG では、入力ストリーム

にバッファリングされたコマンドを入力できます。 

構文：[Pnn] 

Bufferer コマンドは[ ]で囲まれています。 コマンドは、コマンド文字と 2 つのパラメー

タ値 nn（使用可能な場合）です。 

コマンド： 
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重要：上記のコマンド（スイスログの拡張子である L コマンドを除く）は、本物の K1EL 

Winkeyer でのみ動作します。 予期しない結果が、クローン（G4ZLP Winkeyer など）から

取得されます。 

18 LoTw のサポート 

ARRL の世界ログブック（LoTW）システムは、世界中のユーザから提出されたログレコー

ドのリポジトリです。 QSO の両パートナーが一致する QSO レコードを LoTW に提出する

と、結果は ARRL アワードに使用できる QSL になります。 SWISSLOG は LoTW を完全に

統合した機能を備えています。そして Swisslog を LoTW 用に設定すると、単一のボタンを

押すことで Logbook を LoTW と同期させることができます。 

Swisslog で LoTW 機能を使用する前に、いくつかの初期設定手順を実行する必要がありま

す。 

Swisslog には、LoTW との同期のための 2 つのモードがあります。 

 Automatic mode – このモードでは、Swisslog は自動的に必要なステップをすべて

実行します 

 Manual mode –手動モード - このモードでは、手動で手順を実行します 

マニュアルは次のように構成されています。 

 Preparation for LoTW は、LoTW サポートを使用する前に実行する必要がある最初

の手順を説明します 

 LoTW Operating Instructions は LoTW 機能の使い方を説明しています 

 LoTW Detailed Description は、異なる機能をより詳細に説明する 

18-1 LoTW の操作 

自動モードは、一般的に好ましい操作モードです。 ただし、各ステップの動作を理解する

ことが重要であるため、マニュアルモードについて詳しく説明します。 

18-1-1 Manual Mode 

注：このセクションでは、各機能の簡単な説明を提供します。 

まず、メインメニューから LoTW 機能を開始するには、次のように選択します。 

Tools ¦ LoTW Synchronization 
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以下に示すダイアログ・ウィンドウが表示されます。 次に、Processing を選択します。 

 

上記のステップウィンドウでは、LoTW プロセスの 6 つの最も重要なステップが表示されま

す。これらについては、以下で説明します。 

1 Get LoTW QSO's  - この関数は、フィールド以降の QSO で見つかった日付と QSL の

フィールド以降にある日付以降に QSL ステータスを変更したすべての QSO から LoTW

で受け入れられたすべての QSO を読み込みます 

この機能を実行するには、インターネットに接続されている必要があります。非同期で

実行されるため、ダウンロード中に他の非 LoTW 関数を実行できます。 

初めてこのステップを実行すると、すべての QSO がダウンロードされます。 

QSOs または QSLs をダウンロードしたくない場合は、チェックマークのチェックを外

してください。 

ヒント：以前に QSO を LoTW にアップロードしていた場合は、これを実行する必要が

あります。 

2 Import LoTW QSO's - 最初のステップで QSO をダウンロードした後、次のステップ

は、LoTW QSO をログにインポートすることです。Import LoTW QSO's の機能は、実

際にいくつかのことを行います。LoTW-Status フィールドと Partner QTH LoTW が受け

入れた QSO の情報が更新されます。 

ヒント：これはステップ 1 で QSO をダウンロードした後に実行する必要がある 2 番目

のステップです。このステップでは、LoTW からダウンロードした QSO の LoTW ステ

ータスが更新され、これらの QSO がアップロード用に選択されなくなります。 
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3 Export QSO's - この関数は、LoTW によって以前に受け入れられていない QSO をエク

スポートします。エクスポート機能は ADIF ファイルを作成し、次のステップで LoTW

にアップロードされます。選択基準を定義することもできますが、これは通常の操作に

は必要ではありません。 

重要な注意：ログに現地時間が含まれている場合は、ログに現地時間が含まれているこ

とをチェックする必要があります！ Swisslog は、対応する My-QTH エントリで定義さ

れた時間差に基づいて UTC を計算します。この計算では夏時間が考慮されていませ

ん。 

LoTW は、Band、Mode、Prop-Mode、Satellite の名前に関して非常に厳しいです。し

たがって Swisslog は常に正しい名前が使用され、必要に応じて訂正を行います。 

Swisslog がフィールドの変換方法を知らない場合は、ダイアログ・ウィンドウが表示さ

れ、マッピングテーブルに格納される情報の入力を求められます。 

プロンプトダイアログウィンドウは次のようになります。 

 

4 Sign QSO's - この関数は、エクスポートされたすべての QSO に署名し、それらを LoTW

にアップロードできるように.TQ8 ファイル（署名付き QSO の圧縮ファイル）に保存し

ます。 

5 Upload to LoTW - この機能は、署名された QSO を含むすべてのファイルを LoTW にア

ップロードします。 

この機能を実行するには、インターネットに接続されている必要があります。 非同期で

実行されるため、ダウンロード中に他の非 LoTW 関数を実行できます。 
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6 Update Status - すべての QSO が LoTW にアップロードされた後、この機能は LoTW ス

テータスを「アップロード済み」に更新します。 ステータスを「Uploaded」に設定する

と、QSO がエクスポート用に選択されずに再度アップロードされます。 

バンドとモードは LoTW 準拠の名前に変換されている可能性があるため、逆方向変換が

必要な場合もあります。 この場合、Swisslog は変換情報を指定できるダイアログ・ウィ

ンドウを表示します。 

 

18-1-2 Automatic モード（自動モード） 

自動モードではマウスを数回クリックするだけで LoTW を同期させることができます。 

SWISSLOG は、必要なステップをすべて計算して実行します。これが、望ましい操作モー

ドです。 

まず、メインメニューから LoTW 機能を開始するには、次のように選択します。 

 Tools ¦ LoTW Synchronization 

 LoTW Operations ダイアログ・ウィンドウが表示されたら、Processing ページを選

択します 

 Synchronize LoTW ボタンを押します 

Log を LoTW と同期させるために必要なステップは自動的に計算されます。インタ

ーネットに接続する必要があります。そうでない場合、SWISSLOG はアップロー

ドとダウンロードの手順を挿入しません。 
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 Start Synch ボタンを押してプロセスを開始します。プロセスは強調表示されたス

テップから始まります。つまり、エラーが発生した場合、特定の手順でプロセスを

再開したい場合は、最初の手順をスキップすることができます。 

2 つの'Wait' ステップが挿入されています。この理由は、アップロードとダウンロードのプ

ロセスが非同期で実行されるためです。ダウンロードとアップロードは、PC 上でローカル

に実行される機能と重複する可能性があります。他のすべてのステップは、マニュアルモー

ドのセクションで説明した通りです。 

手動モードを元に戻したり、自動処理を停止するには、Stop ボタンを押します。 

 

19 オンラインログ 

Swisslog は、以下のオンラインログブックのリアルタイムログをサポートしています。 

 Club Log 

 eQSL 

 HAMLOG 

 HAMQTH 

 HRDLOG 

 QRZ (購読が必用) 

LoTW Swisslog では、特別な同期機能を実装しています。 
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次の表は、各オンラインログブックで使用できる機能を示しています。 

 

ここではそれぞれのオンラインログについて設定とアップロードの方法を説明します。 

オンラインログブックに QSO が正常にアップロードされると、Swisslog はすべてのオンラ

インログブックに対応するフィールドを設定します。 Club Log、HAMLOG、HAMQTH、

HRDLOG、QRZ の場合、次のフィールドを設定します（LOGBOOKNAME はオンラインロ

グブックの名前です）。 

 L_LOGBOOKNAME_QSO_UPLOAD_DATE：アップロードした日。 

 L_LOGBOOKNAME_QSO_UPLOAD_STATUS：QSO が正しくアップロードされ

たかどうかを示すインジケータ（0 =アップロードされていない、1 =アップロード

済み）。 

eQSL の場合、次のフィールドが設定されます。 

 L_eQSL_SEND_DATE：アップロード日。 

 L_eQSL_SENT：QSO が正しくアップロードまたは受け入れられたかどうかを示す

インジケータ（0 =アップロードされていない、1 =アップロードされた/受け入れら

れている）。 

 L_eQSL_Status：このフィールドには、QSO が正しくアップロードされたときに

「アップロード済み」が含まれます。 

19-1 設定 

Options | Online Logbooks を選択し、それぞれのオンラインログブックの詳細を読む： 

19-1-1 Club Log 

重要：異なるコールサインで異なる My QTH を定義している場合は、すべてのコールサイン

を自分のクラブログアカウントに追加する必要があります（クラブログアカウントでは、設

定|コールサインに移動します）。 それ以外の場合は、QSO をリアルタイムで保存しようと
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すると、クラブログアカウントに存在しないコールサインを使ってログブックをアップロー

ドしようとすると、エラーが発生します。 

 

 e-mail and Password：クラブログに QSO をアップロード/保存するには、ここにあなた

のクラブログのログイン情報を入力してください。 

 Upload QSO automatically when saving QSO (realtime logging)：QSO を Swisslog に保

存するたびに自動的に QSO をクラブログに保存するには、このオプションをオンにし

ます（デフォルトでは無効）。 Add QSO 機能または Logbook ビューから QSO を削除

した場合、それは Club Log でも削除されます（以前にアップロードされた場合、また

は Swisslog でリアルタイムに保存されている場合はエラーメッセージが表示されま

す）。以前アップロードした QSO やリアルタイムで、Swisslog で保存した QSO を編

集すると、クラブログでも編集されます。注：ログブック・ビューから複数の QSO を

削除すると、これらの QSO はクラブログで削除されません。毎回 1 つの QSO を削除

したりして、新しいログブックをアップロードする必要があります。 

 SwissLog の Query and Set DXCC entity from ClubLog:（カントリー・テーブル）は、

現在非常によく管理されており、Erik、EI4KF によって定期的に更新され、非常に正確

で最新の DXCC 割り当てを提供しています。しかし、このオプションは、現在のとこ

ろ、コールサイン（すなわち、VK9）によって DXCC 割り当てを得ることができないエ

ンティティから、非常に新しい DX 操作のための正しい DXCC 割り当てを検索するのに

役立つ場合があります。最新の国表が更新されていない場合に備えて 
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新しい QSO を追加するとき、または DX メッセージウィンドウで DX スポットが受信

されたときに、Swisslog の Country Table ではなく Club Log から DXCC 情報を取得す

るクエリを実行します（デフォルトで無効になります）。新しい QSO を追加するとき

に QSO Date がクエリに使用されるため、このクエリは非常に正確です。 DX スポット

では、使用される日付は DX スポットが受信されるときです。 

19-1-2 eQSL 

Swisslog は、eQSL の複数のコールサイン設定をサポートするユニークな機能を実装してい

ます！ あなたの My QTH のすべてにあなたの eQSL QTH ニックネームを設定する必要があ

ります。 QSO 追加ウィンドで自分の QTH を編集し、そこに設定することもできます。 

 

 Upload QSO automatically when saving QSO (realtime logging)：Swisslog に QSO を保

存するたびに、QSO を自動的に eQSL に保存するには、このオプションをオンにしま

す（デフォルトでは無効になります）。 注：以前に eQSL に保存された Swisslog の

QSO を削除または編集すると、eQSL で削除/編集されません！ eQSL アカウントでも

手動で削除/編集する必要があります（eQSL は外部プログラムに対してこの機能を提供

しません）。 

 Password：eQSL アカウントで使用されているパスワードを入力します。 重要：すべ

ての eQSL アカウントに同じパスワードを使用する必要があります。 eQSL アカウン

トに異なるパスワードを設定している場合は、Swisslog で eQSL リアルタイム機能を使

用する前に、すべてのアカウントに同じパスワードを設定してください。 

Swisslog はまた、full/partial logbook を eQSL にアップロードする機能を実装しています

（eQSL - アップロードログブックを参照）。 
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19-1-3 HAMLOG 

Swisslog は、HAMLOG の複数のコールサイン設定をサポートするユニークな機能を実装し

ています！ 

 

 Upload QSO automatically when saving QSO (realtime logging)：QSO を Swisslog に保

存するたびに、自動的に HAMLOG に QSO を保存するには、このオプションをオンに

します（デフォルトでは無効になります）。 Add QSO 機能または Logbook ビューか

ら QSO を削除すると、HAMLOG でも削除されます（以前にアップロードされた場合、

または Swisslog でリアルタイムに保存されている場合は、エラーメッセージが表示さ

れます）。 注記：ログブック・ビューから複数の QSO を削除すると、これらの QSO

は HAMLOG で削除されません。 毎回 1 回の QSO を削除する必要があります。 

 Password：異なる HAMLOG アカウント（ユーザ名として使用されるコールサイン）ご

とにパスワードを設定します。 

Swisslog はまた、full/partial ログブックを HAMLOG にアップロードする機能を実装してい

ます（HAMLOG - アップロードログブックを読んでください）。 

19-1-4 HAMQTH 

重要：異なるコールサインで異なる My QTH を定義した場合は、HAMQTH アカウントにす

べてのコールサインを追加する必要があります（HAMQTH アカウントでは、これに基づい

て Settings | Add New Callsign based on this を追加してください）。 さもなければ、リア

ルタイムで QSO を保存しようとしたり、HAMQTH アカウントに存在しないコールサイン

を使用してログブックをアップロードしようとすると、エラーが発生します。 
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 Upload QSO automatically when saving QSO (realtime logging：QSO を Swisslog に保

存するたびに、自動的に HAMQTH に QSO を保存するには、このオプションをオンに

します（デフォルトでは無効になります）。 Add QSO 機能または Logbook ビューか

ら QSO を削除すると、HAMQTH で削除されます（以前にアップロードされた場合、ま

たは Swisslog でリアルタイムに保存されている場合は、エラーメッセージが表示され

ます）。 以前アップロードした QSO や Swisslog でリアルタイムに保存した QSO を

編集すると、HAMQTH で編集されます。 注記：ログブック・ビューから複数の QSO

を削除すると、これらの QSO は HAMQTH で削除されません。 毎回新しいログブック

をアップロードするか、毎回 1 つの QSO を削除する必要があります。 QSO を編集す

るときは、バンド以外のすべてのフィールドを変更することができます。そうしない

と、QSO は HAMQTH によって拒否されます。 

 Callsign と Password：HAMQTH の QSO をアップロード/保存するために、HAMQTH

ログをここに入力してください。 
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19-1-5 HRDLOG 

 

 Upload QSO automatically when saving QSO (realtime logging：QSO を Swisslog に保

存するたびに、自動的に HRDLOG に QSO を保存するには、このオプションをオンに

します（デフォルトでは無効になります）。 Add QSO 機能または Logbook ビューか

ら QSO を削除すると、HRDLOG で削除されます（以前にアップロードされた場合、ま

たは Swisslog でリアルタイムに保存されている場合は、エラーメッセージが表示され

ます）。 以前アップロードした QSO や Swisslog でリアルタイムに保存した QSO を

編集すると、HRDLOG で編集されます。 注記：ログブック・ビューから複数の QSO

を削除すると、これらの QSO は HRDLOG で削除されません。 毎回新しいログブック

をアップロードするか、毎回 1 つの QSO を削除する必要があります。 QSO を編集す

るときは、バンド以外のすべてのフィールドを変更することができます。そうしない

と、QSO は HRDLOG によって拒否されます。 

Callsign と Password：HRDLOG の QSO をアップロード/保存するために、HAMQTH ログ

をここに入力してください。 

HRDLOG は同じ HRDLOG アカウント内の異なるコールサインからの QSO のアップロード

をサポートしているため、異なるコールサインで異なる My QTH を定義しても心配する必要

はありません。 Swisslog はあなたのためにすべての仕事をします。 

19-1-6 QRZ 

重要： QRZ アカウントにリアルタイムで QSO を保存するには、QRZ 加入者でなければな

りません。 この機能は、無料のユーザには機能しません。 
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Swisslog には、QRZ の複数のコールサイン設定をサポートするユニークな機能がありま

す！ 

 

 Upload QSO automatically when saving QSO (realtime logging)：QSO をスイスログに

保存するたびに QRZ に自動的に QSO を保存するには、このオプションをオンにしま

す（デフォルトでは無効）。 Add QSO 機能または Logbook ビューから QSO を削除す

ると、QRZ でも削除されます（以前にアップロードされた場合、または Swisslog でリ

アルタイムに保存されている場合は、エラーメッセージが表示されます）。 注記：ロ

グブック・ビューから複数の QSO を削除すると、これらの QSO は QRZ で削除されま

せん。 毎回 1 回の QSO を削除する必要があります。 

 API キー：さまざまなコールサインごとにログブック API キーを設定します。 QRZ ア

カウントの API キーを確認してください。 

Swisslog は、全部または一部のログブックを QRZ にアップロードする機能も実装していま

す。 

19-2 ログのアップロード 

Swisslog は Club Log, eQSL, HAMLOG, HAMQTH, HRDLOG and QRZ のダイレクトアップ

ロードをサポートしています。Tools メニューから関連するオプションを選択して下さい： 

19-2-1 Club Log のアップロード 

別の章で解説します。 
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19-2-2 eQSL のアップロード 

 

ログブックを eQSL にアップロードするには、この機能を使用します。ドロップダウン・リ

スト（すべての My QTH で追加されたすべてのコールサインを含む）からアップロードする

コールサインを選択します。 QSO は、日付順に並べ替えられます（QSO ごとに順番にア

ップロードされます）。 

注：eqSL ログをまだ設定していない場合は、Options | Online Logbooks 、Swisslog は、初

めてこの機能を実行するときにログインの詳細を入力するように指示します。 

一定の範囲内で QSO をアップロードすることができます。これは非常に大規模なログブッ

クでアップロードを分割したり、別のプログラムから QSO をインポートしてフルログブッ

クの代わりにこれらの QSO のみをアップロードしたい場合に便利です。Select a range of 

dates:オプションで使用された日付の範囲が保存されるので、次にこの機能を開くときに

は、最後に使用された日付の範囲が分かります。このオプションがチェックされていない場

合（デフォルトではチェックされていない場合）、ログブック全体がアップロードされま

す。 

準備が整ったら、Upload ボタンを押します。アップロードする QSO のレコード番号と総数

を示すプログレスバーが表示されます。以前に Swisslog でアップロードされていない QSO

（空の L_eQSL_Status のもの）のみがアップロードされることに注意してください。エラ

ーが発生した場合は、以下のように表示されます。プロセスの最後に、エラーのリストをテ

キストファイルに保存することができます。ウィンドを閉じると、いつでもプロセスをキャ

ンセルできます。 
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19-2-3 HAMLOG のアップロード 

 

ログブックを HAMLOG にアップロードするには、この機能を使用します。ドロップダウ

ン・リスト（すべての My QTH で追加されたすべてのコールサインを含む）からアップロー

ドするコールサインを選択します。 QSO は、日付順に並べ替えられます（QSO ごとに順

番にアップロードされます）。 

注：HAMLOG ログをまだ設定していない場合は、Options | Online Logbooks 、Swisslog

は、初めてこの機能を実行するときにログインの詳細を入力するように指示します。 

一定の範囲内で QSO をアップロードすることができます。これは非常に大規模なログブッ

クでアップロードを分割したり、別のプログラムから QSO をインポートしてフルログブッ

クの代わりにこれらの QSO のみをアップロードしたい場合に便利です。Select a range of 

dates:オプションで使用された日付の範囲が保存されるので、次にこの機能を開くときに

は、最後に使用された日付の範囲が分かります。このオプションがチェックされていない場

合（デフォルトではチェックされていない場合）、ログブック全体がアップロードされま

す。 

準備が整ったら、Upload ボタンを押します。アップロードする QSO のレコード番号と総数

を示すプログレスバーが表示されます。以前に Swisslog でアップロードされていない QSO

（空の L_eQSL_Status のもの）のみがアップロードされることに注意してください。エラ

ーが発生した場合は、以下のように表示されます。プロセスの最後に、エラーのリストをテ

キストファイルに保存することができます。ウィンドを閉じると、いつでもプロセスをキャ

ンセルできます。 

19-2-4 HAMQTH のアップロード 
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フル機能のログブックを HAMQTH にアップロードするには、この機能を使用します。 ド

ロップダウン・リスト contains all callsigns added in all your My QTH からアップロードする

コールサインを選択します。 

 

注：HAMQTH ログをまだ設定していない場合は、Options | Options で詳細を確認してくだ

さい。 オンラインログブック、Swisslog は、初めてこの機能を実行するときにログインの

詳細を入力するように指示します。 

 

準備が整ったら、Upload ボタンを押します。 Swisslog は、選択されたコールサインのすべ

ての QSO を ADIF ファイル（HAMQTH で受け入れられたすべてのフィールドを含む）にエ

クスポートし、HAMQTH にアップロードします。 HAMQTH は部分アップロードをサポー

トしていないため、ログブックは常にアップロードする必要があります。 ADIF ファイル

は、コールサインと現在の日付を CALLSIGN_YYYYMMDD.ADI の形式でファイル名として

HAMQTH フォルダ（Swisslog がインストールされている場所）に保存されます。 すべて

が OK なら、ログブックが正常にアップロードされたというメッセージが表示されます。 

そうでない場合、何がうまくいかなかったかを知らせるエラーメッセージが表示されます。 

19-2-5 HRDLOG のアップロード 
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ログブックを HRDLOG にアップロードするには、この機能を使用します。 QSO は、日付

順に並べ替えられます（QSO ごとに順番にアップロードされます）。 

注記：HRDLOG ログをまだ設定していない場合は、Options | Online Logbooks 、Swisslog

は、初めてこの機能を実行するときにログインの詳細を入力するように指示します。 

一定の範囲内で QSO をアップロードすることができます。これは非常に大規模なログブッ

クでアップロードを分割したり、別のプログラムから QSO をインポートしてフルログブッ

クの代わりにこれらの QSO のみをアップロードしたい場合に便利です。使用された日付の

範囲が保存されるので、次にこの機能を開くときには、最後に使用された日付の範囲が分か

ります。このオプションがチェックされていない場合（デフォルトではチェックされていな

い場合）、ログブック全体がアップロードされます。 

準備が整ったら、Upload ボタンを押します。アップロードする QSO のレコード番号と総数

を示すプログレスバーが表示されます。以前は Swisslog でアップロードされていない QSO

（L_HRDLOG_QSO_UPLOAD_STATUS = 0 のもの）のみがアップロードされることに注

意してください。エラーが発生した場合は、以下のように表示されます。プロセスの最後

に、エラーのリストをテキストファイルに保存することができます。ウィンドを閉じると、

いつでもプロセスをキャンセルできます。 

19-2-6 QRZ のアップロード 

重要：QRZ アカウントにログブックをアップロードするには、QRZ 加入者でなければなり

ません。 この機能はフリーユーザーには機能しません 

 

ログブックを QRZ にアップロードするには、この機能を使用します。 QSO は、日付順に

並べ替えられます（QSO ごとに順番にアップロードされます）。 
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注記：QRZ ログをまだ設定していない場合は、Options | Online Logbooks 、Swisslog は、

初めてこの機能を実行するときにログインの詳細を入力するように指示します。 

一定の範囲内で QSO をアップロードすることができます。これは非常に大規模なログブッ

クでアップロードを分割したり、別のプログラムから QSO をインポートしてフルログブッ

クの代わりにこれらの QSO のみをアップロードしたい場合に便利です。使用された日付の

範囲が保存されるので、次にこの機能を開くときには、最後に使用された日付の範囲が分か

ります。このオプションがチェックされていない場合（デフォルトではチェックされていな

い場合）、ログブック全体がアップロードされます。 

準備が整ったら、Upload ボタンを押します。アップロードする QSO のレコード番号と総数

を示すプログレスバーが表示されます。以前は Swisslog でアップロードされていない QSO

（L_HRDLOG_QSO_UPLOAD_STATUS = 0 のもの）のみがアップロードされることに注

意してください。エラーが発生した場合は、以下のように表示されます。プロセスの最後

に、エラーのリストをテキストファイルに保存することができます。ウィンドを閉じると、

いつでもプロセスをキャンセルできます。 

20 QSL の扱い方 

SWISSLOG は QSL-Action フィールドを使用して QSL カードの処理を制御します。 QSL

ポリシーを定義することができます。つまり、QSO の QSL ステータスに基づいて自動的に

QSL アクションを設定するルールを定義することができます。 

 QSO を追加すると、QSO-Entry ウィンドの Options ダイアログで定義された QSL 

Rules が適用されます 

 QSL カードを受け取ると、Register received QSL cards [受信した QSL カードの登

録]ダイアログで自動的に QSL アクションを設定できます 

 QSL 処理には、2 つの特化した機能があります。 

 Register QSL-Cards ダイアログから QSL-受信済みインジケータ（または

eQSL 受信済みインジケータ）をすばやく設定できます。  

 印刷が必要なすべての QSO を選択するのを支援する QSL カードの印刷ウィザ

ード。 

しかし、通常のログブック表示と QSO 入力ウィンドの助けを借りて QSL 処理を実行するこ

ともできます。 
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eQSL ユーザにとっての重要なヒント：Swisslog は現在、QSO の eQSL へのアップロード

のみをサポートしているので（将来のバージョンで完全な eQSL 同期を実装する予定で

す）、ここでは QSL カードと同じ方法で eQSL 確認を設定できます。あなたの eQSL アカ

ウントに eQSL の確認書を印刷または記載し、eQSL の受信フィールドを使用して登録ま

す。 （詳細は以下を参照してください） 

20-1 QSL カードの登録 

QSL カード（または eQSL 確認）の受信を登録するには、Tools | Register QSL-Cards で次

のウィンドを開きます。 

 

ウィンドは 2 つの部分に分かれています。 

 上部には 2 つのページがあります。 その名前をクリックして名前を切り替える： 

 検索フィールドと最も重要な QSO Fields を含む QSO Fields ページ。 また、

PQTH テーブルに属するフィールドを除いてフィールドを変更することもできま

す。 （私はこの制限をできるだけ早く取り除く）。 
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 QSL 受信のインジケータを設定すると何が起こるかを定義できる QSL-Rules ペー

ジ 

 specialized logbook ビューと QSO の detail view（詳細ビュー）を含む下部（詳細ビュ

ーの上の例では、1A0KM の QSO が 1 つあります） 

ルール - セットアップ 

ルールを設定するには、[QSL-Rules]ページを選択します。 

 

このページでは、次のオプションを設定できます： 

 Refresh Automatically（自動的に更新する） 

このオプションをチェックすると、QSO の値が変更されるたびにビューが自動的に更

新されます。 これにより、ログに多数の QSO が含まれていると、許容できない応答時

間が発生する可能性があります。 このような場合は、このオプションをオフにして、

リフレッシュボタンを使用して必要に応じてビューを更新します。 

 Automatically set the QSL-Action to: 

QSL-Received インジケータが設定されている場合、ドロップダウン・リストで選択し

た値に QSL-Action を設定する場合は、このオプションを選択します。 

 Automatically add to Group（自動的にグループに追加）： 

このチェックボックスを選択すると、QSL 受信が設定され、QSL 送信が設定されてい

ない場合、下のリストボックスで選択された QSO グループに自動的に追加されます。 

QSO グループの詳細については、QSO グループに関するセクションをお読みくださ

い。 

QSL カードを受け取った QSO を選択してください 

QSL-Fields ページを選択します。 
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ログブック・ビューで利用可能なすべての機能もここで利用できます。 

ログブック・ビューの Incremental Search（インクリメンタルサーチ）またはフィルタ機能

を使用して QSO を検索することができます 

インクリメンタルサーチを使用してコールサインで QSO を検索する： 

 Callsign ヘッダーをクリックして、コールサインでソートします。ヘッダーに上向きの

矢印が表示されます（これがデフォルトのソート順です） 

 検索する列を選択します。デフォルトでは Callsign 列です。検索列を変更するには、列

をクリックして、関数またはポップアップメニューから Set Search-Field to を選択しま

す。 QSO フィールドページの検索フィールドに、選択した検索フィールドの名前が表

示されます。 

 QSO の検索引数を入力し始めます。ビューは、すでに入力したフィールド値の一部と

一致する最初の QSO に段階的にステップします。 

QSL 受信インジケータを設定する 

QSL 受信インジケータは、次のように設定できます。 

 QSO フィールドページの QSL 受信チェックボックスを左クリックします。 

 F5 キーを押します。 

 QSO ラインをダブルクリック 

eQSL 受信インジケータを設定する 
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QSO フィールドページの eQSL 受信チェックボックスを左クリックすると、eQSL 受信イ

ンジケータを設定できます。自動的に eQSL Status は "Confirmed"に設定されます。 

また、QSO Entry ウィンドで QSO を編集することもできます。Edit selected Record ボタ

ン を押します。 

20-2 QSL カードの印刷 

SWISSLOG では、QSL カードを印刷するいくつかの方法を提供しています。使用するテク

ニックは、QSL の使い方によって異なります。 たとえば、カードを受け取ったときに QSL

カードのみを送信する場合、この機能を使用して、QSL 受信標識が設定されているときに

QSO を自動的に QSO グループに追加することができます。 この機能は QSL カードの登録

ダイアログで利用できます。 QSL のための QSL ルールを設定している場合は、ログブッ

ク・ビューで対応する QSL アクションを設定した QSO を選択するか、QSL-Print ウィザー

ドを使用します。 

20-2-1 選択した QSO から QSL カードを印刷する 

上記のように、QSO を選択するにはいくつかの方法があります。 QSL カードの印刷と

QSL 送信インジケータの設定は、2 つの別々のステップであることを知っておくことが重要

です。 つまり、印刷した QSO を再選択するか、QSO を選択したままにして QSL 送信イン

ジケータを設定できるようにする必要があります。 この 2 ステップアプローチの理由は、

インジケータが設定される前に QSL カードが物理的に印刷されることを保証するためで

す。 印刷プロセスが SWISSLOG の制御下にないため、SWISSLOG に認識されないエラー

が発生する可能性があります。 このため、QSL 送信インジケータを手動で設定することで

印刷が OK であることを確認する必要があります。 

QSL カードを印刷する 3 つの方法： 

 QSL カードの印刷ウィザードを使用した印刷 

 ウィザードを使用しない QSL カードの印刷 

 1 つの QSO に QSL カードを印刷する 

20-2-1 ウィザードを使た QSL カードの印刷 

メインメニューから Wizard ¦ Print QSL-Cards を選択して、QSL カードの印刷ウィザード

をアクティブにします。 次のダイアログが開きます： 
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上記のダイアログでは、以前に選択した QSO または新しいセットで作業を続行できます。 

 前に選択した QSO で作業を続行する場合は、Display を選択します。 

ヒント：以前に印刷するカードを覚えていますか？ Display ボタンを押すことで確認できま

す。 すでに印刷した QSL カードの QSL 送信インジケータを設定する必要があります。 そ

うしないと、同じカードをもう一度印刷することになります。 

 新しいリストを作成する場合は、Continue [続行]を押します。これにより、以下の選択

ダイアログが開きます。 

 

上記のダイアログでは、印刷すべき QSO を選択することができます。 QSL 印刷のために

QSO を選択するために通常使用されるすべてのフィールドが含まれています。フィールド

がない場合は、後で QSO ビューで追加のフィルタリングを適用することができます。 

上記のダイアログ・ウィンドウを参照すると、選択引数は適切なボックスをチェックするこ

とによってのみ適用されることに注意してください。フィルタを選択しないと、すべての
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QSO が選択されます。上記の例では、QSL 受信フィルタが YES に設定され、送信された

QSL が該当するボックスをチェックすることによって NO に設定されています。したがっ

て、QSL カードが受信されたが送信されなかったすべての QSO が選択される。表示されて

いる他のフィルタは選択されていません。 

ヒント：必要な数のフィルタ引数を選択できます。一例として、いくつかのモードとバンド

を確認することができます。 

上記のダイアログ・ウィンドウを再度参照してください - ホーム QTH などの QTH を選択

した場合、が受信されたホーム QTH から発信された QSO の QSL カードのみが選択されま

す。すべてのホーム QTH の QSO を希望する場合は、リストに表示されている 4 つのホー

ム QTH をそれぞれ選択します。同じロジックがすべての選択フィールドに適用されます。 

選択引数を設定したら、Continue [続行]ボタンを押します。これにより、次の 2 つのウィン

ドが開きます。 

 

上記の画像は、一緒に開く 2 つのウィンドを示しています。右側のウィンドに、選択した

QSO が表示されます。これらの QSO は自動的に（社内の）QSO グループに入れられま

す。したがって、右のウィンドは実際に QSO カードの印刷に選択された QSO を示す通常

の QSO グループビューです。エラーを避けるために、この QSO グループを変更すること

はできません。ただし、これらの QSO を印刷したい場合は、特定の QSO を選択すること

ができます。 
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画面の左側に、簡単な説明とコントロールウィンドがあります。これらのコントロールを使

用すると、次の機能を実行できます。 

 QSL Report フィールドで QSL カードのレポートテンプレートを選択します。フィ

ールドの右側にあるボタンを押すと、ディレクトリを参照できます。必要に応じ

て、後で Print / Preview dialog でこの選択項目を上書きすることができます。 

 グループ内のすべての QSO またはビューで選択した QSO の Print / Preview ダイ

アログを、対応する Print ボタンを押して開きます。 

 対応する Set QSL-sent ボタンを押すだけで、印刷された QSO の QSL 送信インジ

ケータを設定します。 

QSL カードを印刷するには、Print [印刷]ボタンを押します 

これにより、選択した QSO をアクティブデータソースとして、QSL レポートをア

クティブレポートとして印刷/プレビューダイアログが開きます。 

QSL カードまたは QSL ラベルが正常に印刷されたら、Set QSL-sent ボタンを押して QSL-

Sent インジケータを設定する必要があります。これは重要なステップであり、見過ごされ

るべきではありません。 

準備が整ったら、Continue [続行]ボタンを押します。ウィザードの最後のダイアログが表示

されます 

 

この時点で、選択を保持するか、選択を解除するかを選択できます。 QSL で送信されたイ

ンジケータをまだ設定していない場合は、選択を維持する必要があります。 選択した QSO
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は、QSL カードを印刷するために選択された内部 QSO グループ QSO に保存されていま

す。 

 Retain（保持）ボタンを押して選択を保持します。 

 Finish ボタンを押して選択をクリアします。 

20-2-2 ウィサードを使わない QSL の印刷 

任意のビューから QSL カードを印刷して、印刷/プレビューダイアログを呼び出すこともで

きます。 完了したら、QSL 送信インジケータを正しく設定する責任があります。 ログブ

ック・ビューには、QSL 送信インジケータを設定するための関数が含まれています。これ

らのインジケータは、関数とポップアップメニューから選択できます。 

QSL カードウィザードを使用せずに QSL カードを印刷するには、次の手順を実行します。 

 ログブック・ビューで利用可能なフィルタリング機能または選択機能のいずれかを

使用して QSO を選択する 

 Print / Preview Dialog(印刷/プレビューダイアログ)を呼び出す 

 QSL カードを印刷する 

 印刷された QSO の QSL 送信インジケータを設定する（ログブック・ビューで利用

可能な機能） 

20-2-3 個別の QSO ごとに QSL を印刷する 

QSO を入力した直後に QSL カードを印刷するには、以下の手順を実行します。 

 QSO を保存する 

 QSO Entry ウィンドで New QSO のページを選択します。 

 リスト内の最初の QSO を選択します（これはあなたが保存したものです） 

 マウスを右クリックし、ポップアップメニューから Print selected QSO を選択しま

す。 

これで、Print / Preview ダイアログを開きます 

 QSL カードを印刷する 

 QSL-Sent インジケータを設定するには 

 リスト内の QSO をダブルクリックして編集します 
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 QSL-Info ページに移動し、QSL-sent と QSL-Action を設定します。 

 [保存]ボタンを押します。 

21 印刷 

SWISSLOG では、さまざまな方法で印刷できます。 

 Print with the Report Generator  レポートジェネレータで印刷する 

これは、ほとんどの場合に使用する方法です。 ログブック、QSL カード、ラベル、アワー

ドなどを印刷することができます。 

 Print the active Logbook View アクティブなログブック・ビューを印刷する 

この機能を使用すると、表示されているレイアウトに現在のログブック・ビューを正確に印

刷できます。 Logbook View のグループ化機能と集計機能を使用した場合は、この機能を使

用します。 

 Print a Statistic 統計を印刷する 

この関数は、現在の統計値を出力します。 関数またはポップアップメニューから Print ま

たは Print Totals を選択します 

21-1 Print with the Report Generator  印刷レポートジェネレータ 

QSO が表示されているすべてのウィンドから QSO を Report Generator で印刷できます。 

 ポップアップメニュー（マウスの右ボタン）を開き、 

 選択した QSO を印刷するか Ctrl_Q を押す 

 すべての QSO を印刷するか Ctrl_P を押す 

 

 また、メインメニューから View | Reports を選択するか、Ctrl_R を押して QSO を

事前に選択せずに Report Generator Window を開くことができます 

これらのアクションのそれぞれは、Print / View Reports ウィンドを開きます。 
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ダイアログ・ウィンドウのいずれかのコンポーネントをクリックすると、詳細情報が表示さ

れます。 

このダイアログでは、多くのことを行うことができます： 

 QSO のソースを選択する 

 印刷用に選択された QSO をプレビューする 

 レポートのプレビューまたは印刷 

 レポートの編集 

 新しいレポートを作成する 
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21-2 ファンクションボタン 

これらは機能を有効にするボタンです 

 View Report：プレビューページに印刷されるレポートと、レコードページでレポート

用に選択された QSO を表示します 

 Print Report：レポートをプリンタに送信する 

 Edit Report：選択したレポートのレポートエディタを開きます。 

 Create Report：空のレポートを含むレポートエディタを開きます。 レポートエディタ

のヘルプを表示するには、レポートエディタの[ヘルプ]ボタンを押します。 

 Export：選択した QSO をエクスポートする 

21-2-1 Select the Data Source データソースの選択 

ここでは、印刷される QSO のソースを選択することができます。アクティブなデータソー

スは、Active Data Source（アクティブなデータソース）の一番上に表示されます。次のソ

ースから選択できます。 

 印刷機能が呼び出されたウィンドで選択された QSO。 

- すべての QSO をプリントする機能を呼び出した場合、これらはすべてウィンド

に表示される QSO です 

- 選択した QSO を印刷する機能を呼び出すと、これはウィンドで選択されたすべ

ての QSO です 

 すべての QSO：データーベース内のすべての QSO 

 あなたが定義したすべての QSO グループ 

注：QSO を表示するために使用するレポートには、QSO を除外するクエリ定義が含まれて

いる場合があります。したがって、期待したことが表示されない場合は、レポートのクエリ

定義を確認してください。 

21-2-2 Select the Report レポートを選択 

ここで、印刷するレポートを選択します。これはエクスプローラのようなリストです。デフ

ォルトでは、レポートを含むすべてのサブディレクトリを持つ SWISSLOG の¥ Reports デ

ィレクトリが表示されます。これにより、レポートを簡単に見つけることができるように、
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ディレクトリ構造でレポートを整理できます。アクティブなレポートは、Active Report.

（アクティブレポート）の一番上に表示されます。 

 レポートを選択するには、ディレクトリ構造をナビゲートして選択します。 

 Drive [ドライブ]メニューでは、ドライブ全体をナビゲートしてレポートを選択できま

す。このボックスの最初のエントリ.. ¥ Reports は、すぐに標準レポートディレクトリ

に戻ります。 

 このボタンは、ディレクトリツリーを更新します。新しいレポートを作成した場合

は、このボタンを押して新しいレポートを表示する必要があります。 

21-2-3 Active Report アクティブなレポート 

アクティブレポートには、現在選択されているレポートファイル（* .RPT）のフルネームが

表示されます。 

21-2-4 Active Data Source アクティブなデータソース 

アクティブデータソース行に QSO の現在のデータソースが表示されます 

21-2-5 Preview プレビュー 

プレビューページには、印刷プレビュー領域 

レコード 

レコードページには、印刷のために選択された QSO が表示されます。 QSO をリフレッシ

ュするには、View Report ボタンを押します。 

21-3 Logbook View の印刷 

SWISSLOG では、さまざまな方法で印刷できます。 このセクションでは、ログブック・ビ

ューを印刷する方法について説明します。 他の印刷機能の印刷を参照してください。 

この機能を使用すると、表示されているレイアウトでアクティブなログブック・ビューを正

確に印刷できます。 Logbook View のグループ化機能と集計機能を使用した場合は、この機

能を使用します。 

表を印刷するには、並べ替え、フィルタリング、グループ化を行い、紙面に表示するまで画

面上を表示します。 準備ができたら、ログブック・ビューのポップアップメニューまたは

機能メニューからテーブルの印刷機能を有効にします： 
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 メインメニューから Functions ¦ Print Table を選択します。 

または 

 マウスの右ボタンを押し、ポップアップメニューから「表の印刷」を選択します 

これにより、非常に直感的なレポートレイアウトデザイナである Print Preview ダイアログ

が開きます。 したがって、詳細な説明はありません。 

 

上記の例では、月、バンド、モード別にグループ化されたログブック・ビューを示していま

す。 さまざまなカスタマイズ機能を使用すると、レイアウトをカスタマイズしてニーズに

合わせることができます。 
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21-3-1 Print Designer 

 

印刷デザイナーは 5 ページのダイアログボックスです： 

 Options：印刷するコンポーネントを選択できます 

 Colors：コンポーネントの色を設定できます 

 Fonts：コンポーネントのフォントを選択できます 

 Behaviors：レポート内のレポートオブジェクトの外観を制御できます 

 Miscellaneous：いくつかの視覚効果を制御することができます 
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21-3-2 Page Setup ページ設定 

 

ページ設定ダイアログでは、用紙のサイズ、方向、余白、ヘッダーとフッターのスペース、

スケーリングなどを定義できます。 

21-3-3 Print Styles 印刷スタイル 

印刷スタイルを使用すると、ページ設定で行った設定を保存できるので、毎回設定をやり直

す必要はありません。 新しいスタイルを作成するには、既存のスタイルをコピーし、その

スタイルに新しい名前を付けます。 

 

21-3-4 Options オプション 

オプションダイアログでは、いくつかの一般的な動作を定義することができます。 
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22 レポートと QSL カードの作成 

SWISSLOG には、必要なレポート、QSL カード、およびラベルを作成できる独自の非常に

完全な Report and Query Generator が含まれています。 したがって、Report Generator の

完全なドキュメントを提供する別個のオンラインヘルプファイルが存在するため、ここでは

重複しません。 

レポートジェネレータに慣れ親しむ最も効果的な方法の 1 つは、最初に多くの例の 1 つを使

用して作業することです。 レポートディレクトリ、レポート、QSL カード、QSL ラベルを

参照するか、クエリのクエリディレクトリを参照してください。 

オンラインヘルプをお読みください 

レポートジェネレータのオンラインヘルプは、次の方法で開くことができます。 

1 SpqUser.chm（クエリ）ファイルを開きます。 

2 SrwUser.chm ファイルを開く（レポート） 

3 SWISSLOG を起動して Tools => Create a Report ツールを選択する 

Query ページを開き、クエリヘルプの F1 キーを押します。 

Layout ページを開き、F1 キーを押してレポートヘルプを表示します 

22-1  Sorting QSL Cards  QSL カードのソート 

SWISSLOG には、QSL カードが必要とする QSL カードをソートする機能があります。 
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22-2 Print Please / Thanks QSO もらった QSL を印刷して返す。 

スイスログには、QSL カードやラベルによく表示される「ありがとう QSL」注記の印刷に

関連する 3 つの特殊テキストフィールドがあります。これらのフィールドは、QSL 受信イ

ンジケータに基づいて選択されます。 2 つの値のセットを定義することができます。 1 つ

は no QSL Card received （QSL カードを受信せず）、もう 1 つは QSL received （QSL を

受信した）。 

フィールドは次のとおりです： 

 QSLText これは、QSL 受信ステータスに応じて、Pse QSL や Tnx QSL など、印刷可

能なテキストです。 

 PseMark これは、Pse QSL チェックボックスで印刷できるテキスト文字です。 QSL

を受信しなかった場合は、チェックボックスは空です。QSL を受信しなかった場合は、

チェックボックスに「X」文字を使用したチェックマークが表示されます。 

 TnxMark これは、Tnx QSL チェックボックスで印刷できるテキスト文字です。 QSL を

受信していない場合は、チェックボックスは空です。QSL を受信した場合は、チェック

ボックスに「X」文字を使用したチェックマークが表示されることがあります。 

デフォルトテキストの変更： 

メインメニューから Edit => Edit QSL Pse / Tnx を選択します。 

これにより、次のダイアログが開きます。 
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22-3 Formatting Symbols – Used in Reports and Queries  

レポートおよびクエリで使用される - 書式設定シンボル 

レポートとクエリを操作するときに、日付と時刻のフィールドに関連付けられたデータの書

式設定に使用される特殊記号が表示されることがあります。日付フィールドと時刻フィール

ドのほかに、他の数値フィールドのデータの書式設定に使用される別の特殊記号セットがあ

ります。たとえば、QRG（周波数）フィールドで使用されている記号を変更すると、定義

に従って、ログブック・ビューに表示されるデータが表示されます。 

22-3-1 クエリで使用されるシンボルの書式設定 - レポートウィザードにも適用され

ます 

書式設定シンボルの使用方法について詳しくは、このセクションでは「ログブック・ビュー 

- クエリの使用」で説明したのと同じ例を使用します。 

SWISSLOG でログブックを作成し、サンプルクエリの 1 つを試したい場合は、以下の 3 つ

の手順に従ってください。 

 まず、QSO 入力ウィンドなどの開いているウィンドをすべて閉じます。このステ

ップは必須ではありません。ただし、他のウィンドは現在必要ではなく、Swisslog

ディスクトップ環境を整理した状態に保ちます。 

 次に、ログブックファイルがロードされていない場合 - ログブックファイルをロー

ドする - メインメニューから File | Open Logbook-DB を選択し、利用可能なファ

イルの一覧からログブック（your_log_filename.mdb）を選択します。 

 第 3 に、メインメニューから View | Logbook-DB（Selection）を選択して Logbook 

View を開きます。これにより、2 つのウィンドが表示されます。 [ログブックの表

示]ウィンドは、[SWISSLOG レポートまたはクエリを開く]というラベルの付いた

アクティブなウィンドによって部分的に隠されています。ウィンドの左側には、

Query ディレクトリとサブディレクトリのリストがあります。 Logbooks ディレク

トリをクリックすると、右側にクエリ一覧が表示されます。次の名前のクエリを選

択します。例 logbook.spq（ファイル名をダブルクリックします）。 

 

ダイアログ・ウィンドウが閉じ、ログが[ログブックの表示]ウィンドに表示されます。 
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22-3-2 ロードされたクエリの変更 

クエリにはさまざまな変更があり、ログの外観に影響します。ただし、このセクションで

は、時間と日付、QRG（周波数）、BandID などの数値フィールドのデータフォーマットを

制御するためのシンボルの記述に限定しています.- BandID は Band フィールドと同じでは

ありません。数値フィールドではありません。 

 メインメニューまたはポップアップメニューで Change Query / Field Selection [ク

エリ/フィールドの選択を関数から変更]を選択します。 

 

 クエリーエディタが次のように表示されます。また、値エディタのポップアップメニュ

ーも表示されます。 

 

Query Editor（クエリーエディタ）ウィンドの下部は、View Logbook に表示される列を定義

するセルのワークスペースまたはテーブルです。上記の画面イメージでは、Value エディタ

メニューを有効にした QSODate フィールドが選択されました。 
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22-3-3 ログブック・ビューまたはレポートウィザードの QSODate フィールドの書式の変更 

最初に項目を選択し、項目をダブルクリックすると、値エディタが表示されます。値エディ

タに編集したいフィールドが表示されていることを確認します。間違って別のフィールドを

誤って選択することがよくあります。 

ヒント：フィールドを右クリックし、ポップアップメニューから Edit Properties [プロパテ

ィの編集]を選択して、値エディタを開くこともできます。 

上記の例では、QSODate フィールドに固有のいくつかのプロパティが Value Editor に表示

されています。リストの下部には、QSODate フィールドがログにどのように表示されるか

を定義する 5 つのプロパティがあります。 format プロパティを除いて、各プロパティは可

能な値のスクロールリストを提供します。 

QSODate Format プロパティは、スクロールリストから選択肢を提供しないため、多少異な

ります。多くのプログラムやオペレーティングシステムで使用されている標準の日付の略語

を入力することにより、使用する日付形式を定義できます。書式設定シンボルは、大文字で

も小文字でもどちらでも同じ結果が得られます。一般的な時刻と日付の形式のいくつかを以

下の表に示します。 

 

ヒント：次のフィールドに使用される書式プロパティ。 QSODate、Day、Month、Year

は、Logbook View に表示される対応する値にのみ影響します。 

検索値に日付を使用する場合、日付は Windows オペレーティングシステムで定義されたと

おりに入力する必要があります。 エラーメッセージが表示された場合、または検索結果が

空のログブックになった場合は、検索で使用された日付形式が正しくフォーマットされてい

ることを確認してください。 正しい形式を確認する簡単な方法は、日付列見出しの矢印を

クリックし、ドロップダウン・リストから Custom（カスタム）を選択することです。 カス

タムオートフィルタが表示されたら、右側の空のボックスのいずれかの横にある矢印をクリ

ックします。 カレンダーが表示されたら、Today [今日]をクリックします。表示された日付

が正しい Windows 形式になります。cancel [キャンセル]をクリックして終了します。 
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以下の表は、日付と時刻フィールドの書式設定に使用できる記号の完全なリストです。 こ

れらのシンボルは、クエリとレポートで使用できます。 

 

22-3-4 ログフィールドビューまたはレポートウィザードの数値フィールド値の書式

の変更 

周波数などの数値フィールドは、日付と時刻に関連するフィールドとは少し異なります。 

概念は基本的に同じですが、シンボルとそのフォーマットマスクは数値データに固有のもの

です。 以下は、”,”を使用した周波数の例です。 

注：BandID も数値フィールドです.BandID は Band フィールドと同じではありません.Band

フィールドは数値フィールドではありません。 

 

その他の有効な書式設定マスクには、次のものがあります。 
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23 世界地図の表示 

SWISSLOG バージョン 3.2 では、私は世界地図に多くの新しい機能を追加しました。 この

ドキュメントでは、これらの中で最も重要なことについて説明します。 

新機能： 

 球面投影を含む 6 つの異なる投影 

 予測された信号強度を含む DX 局、スポット情報、および経路を地図上に表示する 

 DXCC - 地図上の QSL ステータスを表示する 

 グリッドスクエア - マップ上のステータスを表示 

 郡と高速道路までの地理的詳細 

 QSO を入力すると、相手局の QTH と信号経路が自動的に表示されます 

 ログブック内の QSO の QTH から自局と相手局間の信号経路を表示します。 

 グレイラインを表示 

 QTH-Locator、マウスを移動したカントリーを表示する 

 地図上でクリックされたポイントの伝搬予測を計算する 

世界地図を開くには： 

 ボタンを押す 又はメインメニューから VIEW => WORLD MAP VIEW を選択し

てください。 
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23-1 世界地図の使い方 

 

マウスんぽポインタが置かれている場所の経度、緯度、QTH-Locator、エリアの名前、レイ

ヤ名などを表示します。 

23-1-1 地図のズーム 

地図は 3 つのズームボタンとマウスで拡大表示できます。 

ボタン： 

ズームアウトする 

ワールドにズームする。 世界全をウィンドに表示 

ズームイン 

マウス： 
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マウスの右ボタンを押して、拡大したい領域をマークします。 

23-1-2 地図の移動 

地図は、マウスとスクロールバーを使用して移動できます。 マウスで地図を移動するに

は、マウスの左ボタンを押したままにして、地図を移動する方向に移動します。 球形投影

で地球儀を回転させることもできます。 

23-1-3 現在の QSO を地図に表示する 

現在の QSO を自動的に表示することも、要求に応じて表示することもできます。 QSO を

自動的に表示するには、対応するオプションを Edit-QSO Option ダイアログに設定します。 

要求リセット時に QSO を表示するには、QSO を表示するときにマップボタンを押します。 

Option を次のように設定するには 

 Edit-QSO Window を開き、それをアクティブにする 

 メインメニューから Options を選択するか、マウスの右ボタンを押します 

 次のダイアログで Update world map automatically [世界地図を自動的に更新する]オ

プションを選択または選択解除します 

 

23-1-4 ログブック上の QSO を表示する 

ログブック・ビューを開き、表示する QSO を選択してマップボタンを押します 
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23-1-5 DXCC-QSL ステータスの表示 

マップ上に DXCC-QSL ステータスを表示することができます。 DXCC の省略形は QSL ス

テータスに対応した色でマップに表示されます。 設定機能で使用する色を定義することが

できます（設定を参照） 

DXCC-QSL ステータスは、バンドごとまたはすべての QSO に表示できます。 DXCCs ドロ

ップダウン・リストから表示するバンドを選択します 

DXCC 情報を非表示にするには、設定に行き、DXCC というレイヤーのレイヤーの表示をオ

フにします 

 

DXCC 情報は特定のズームレベルでのみ表示されます(地図をある程度拡大すると表示) 

23-1-6 ディスプレイグリッドスクエア - QSL ステータス 

DXCC-QSL ステータスと同様に、マップ上に Grid-Square-QSL ステータスを表示できま

す。 グリッドスクエアは、QSL ステータスに対応する色で網掛けされています。 設定機

能で使用する色を定義することができます。（Configuration を参照） 

また、地図上にグリッド - スクエアグリッドを表示することもできます。 ボタンを押

してグリッドを表示/非表示にします。 
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Grid-Square-QSL ステータスは、バンドごとまたはすべての QSO に対して表示できます。 

Grid-Squares ドロップダウン・リストから表示するバンドを選択します 

グリッドスクエア情報を非表示にするには、ドロップダウン・リストで none「なし」を選

択するか、コンフィグレーションに移動し、Grid Square「グリッドスクエア」という名前

のレイヤーのレイヤーの表示を非選択にします 

 

グリッドスクエア情報は、特定のズームレベルでのみ表示されます。 

23-1-7 マップ上のポイントの伝播予測を計算する 

マップ上でマウスの左ボタンを押すと、伝播予測ウィンド内の選択された位置について伝搬

予測が計算され、表示されます。この機能は、メニューで有効にする必要があります。メイ

ンメニューの Map またはポップアップメニューで Update Propagation-Prediction を選択/選

択解除します。 

23-1-8 マップ上に DX スポットを表示する 

発表された DX スポットは地図上に表示することができます。マップ上にプロットされた各

局に対して、QTH の伝搬予測が計算されます。局をプロットするのに使用される色は、信

号強度を示します。暗いほど信号強度が良いことを意味します。情報は、ステータスバーの

マップの下部にも表示されます。知りたい局にマウスカーソルを移動します。 
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アナウンス局は円としてプロットされます。 

どの DX スポットが自動的に表示されるか、どのように、どのように設定する必要がありま

す。マップの設定を参照してください。 

また、DX-Cluster ウィンドからスポットをプロットすることもできます。地点を選択し、

Map ボタンを押します。選択したスポットとそれに続くすべてが地図上に表示されます。設

定されたスポットの数だけが表示されます。 

 

23-1-9 マップ上のオブジェクトの検索 

すでに説明したように、マップに表示されるものはすべてオブジェクトです。 国、都市、

DXCC エリア、DX スポット、川などはすべてオブジェクトです。 オブジェクトビューに

は、レイヤに保存されているすべてのオブジェクトが一覧表示され、選択したオブジェクト

をマップの中央に配置することができます。 あなたが特定の DXCC エリアがどこにあるの

かわからない場合 

 オブジェクトビューを開く 

 上部のドロップダウン・リストで DXCC レイヤを選択します 

 リストに興味のある DXCC エリアをクリックしてください 
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選択された DXCC エリアは、マップの中央に配置されます。 

これはすべてのレイヤで可能です。 以下の例は、DX-Spot を使用してレイヤ上のオブジェ

クトを示しています。 DX 局のコール、QRG、推定された信号強度が表示されます。 

 

29-1-10 Geo-Object(ジオオブジェクト)を編集する 

編集ボタンを押して Geo-Object を編集することができます。 ポイントオブジェクトの場合

は、タイトルと地理的位置を変更できます。ポリゴンとタイルだけを表示します。 変更を

永続化する場合は、レイヤを保存する必要があります。 

 

23-2 世界地図の設定 

マップはさまざまな方法で設定できます。 パニックに陥らないように、私はマップを変更

せずに使用できるような方法で設定しました。 しかし、あなたの中には実験するのが好き

な人もいます。 ぜひ試してください。他の素晴らしい設定が見つかるかもしれません。 こ

のような場合は、他のユーザと共有できるように私に送信してください。 
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設定には 2 つのレベルがあります。 最初の設定は World Map Configuration ダイアログで行

います。 もう 1 つは、微調整と呼ばれ、レイヤを選択して Properties を押すことで、レイ

ヤーレベルで実行されます。 

設定 

設定地図を設定するには、設定ボタンを押します。 World Map Configuration Dialog が表示

されます。 

 

23-2-1 構成の保存/ロード 

マップ設定は'Environment'「環境」ファイルに保存することができます。 Load Env / Save 

Env ボタンを使用して、環境ファイルを保存およびロードします。マップのアクティブな構

成は、マップが閉じられたときに現在アクティブな環境ファイルに保存されます。 

23-2-2 マップセンター 

Zoom to World ボタンが押されたときに地図の中央に配置する場所を指定することができま

す 
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23-2-3 オプション 

Show Scale「縮尺を表示」は、マップの右下隅に縮尺を表示します。 

Transparent は世界を透明にして、世界の反対側の国を異なる色で見ることができます。 

Update Prop。Predictions は、マウスボタンを押した場所の伝搬予測を計算し、伝播予測ウ

ィンドを更新します。 

23-2-4 色 

Surface  地表の表面色 

Background  マップが描画される背景の背景色 

Night  暗闇にある領域の色を計算するために使用されるナイトカラー 

Grey Line 夕暮れにある領域の色を計算するために使用されます 

Needed  未交信 DXCC の DXCC 略語を描くのに必要な色 

Worked  交信済 DXCC の DXCC 略語を描くのに使用される作業色 

Confirmed コンファームされた DXCC の DXCC 略語を描くのに使用される確認され

た色 

23-2-5 DX-Sations のオプション 

これらのエントリを使用すると、マップに表示される DX-Spot を設定できます。 DX-Spot

を表示するには、DX-Cluster ウィンドをアクティブにする必要があります。 

Show DX Stations on Map：DX スポットを地図上に自動的に表示するには、これをチェッ

クします。 注意：DX-Cluster-Window で DX-Spot を選択すると、DX-Spots が常に表示さ

れます。しかし、選択規則が適用されます。 

Min。 Distance は、表示される QTH と DX 局間の最小距離を指定します 

 

Nr of Stations は、マップに同時に表示される DX 局の最大数を指定します。この数に達する

と、最も古い DX 局が削除されます 

Show Signal path は、アナウンス局と DX 局の間の信号パスを描画する必要があるかどうか

を指定します 
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Show announcing Station は、局を表示することを指定する。アナウンス局が表示されてい

ない場合、信号パスは表示されません 

23-3 Working with Layers レイヤの操作 

世界地図には、地球の表面に投影された経度と緯度の座標で指定された地理データが表示さ

れます。このデータは、ポイント、ポリラインまたはポリゴンを含むジオオブジェクトの形

式です。Geo-Objects(ジオオブジェクト)のセットはレイヤと呼ばれ、世界、地理的エリ

ア、湖、河川などを表すことができます。あなたが見たいものに応じて、レイヤをロード、

削除、または非表示にします。レイヤに表示されるオブジェクトのプロパティを指定するこ

とができます。これにより、レイヤが表示される色、ズームレベルなどを定義することがで

きます。この章では、レイヤの詳細とレイヤでできることについて学習します。 

各レイヤには、外部ファイルであるワールドマップにロードされるジオオブジェクトのセッ

ト Mapfiles が含まれています。現在、業界標準のデータファイルには、MapInfo（.MIF）フ

ァイルと ESRI（.SHP）ファイルと、ワールドマップ内部形式の.LYR ファイルがサポート

されています。 

SWISSLOG は、いくつかのレイヤを使用してログ情報を表示します。これらのレイヤはマ

ップファイルには格納されません。 

内部の.LYR 形式の多数の Mapfiles が SWISSLOG とともに配布されます。 

23-3-1 レイヤのロード、配置、削除 

レイヤは World map Configuration Dialog で操作されます。ロードされたレイヤはダイアロ

グ・ウィンドウの左側に表示されます。 

 

レイヤをロードする 
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レイヤをロードするには、Load Layers ボタンを押します。開いているダイアログで

は、複数のマップファイルを同時に選択できます。 

レイヤの整列 

レイヤーリストの上部にある 2 つの矢印ボタンは、レイヤを配置するために使用されま

す。レイヤーリスト内のレイヤのシーケンスは、レイヤが描かれるシーケンスを定義し

ます。したがって、2 番目のレイヤは最初のレイヤの上に塗りつぶされ、3 番目のレイ

ヤは 2 番目と 1 番目のレイヤの上に塗りつぶされます。したがって、レイヤの位置が重

要なのは、レイヤが誤っている可能性があります。 SWISSLOG レイヤは操作できない

ことに注意してください。 

レイヤの削除 

レイヤを削除するにはレイヤを選択し、レイヤーリストの上部にある trashcan ボタン

を押します。 

23-3-2 レイヤのプロパティの変更 

レイヤのプロパティを変更するには、レイヤーリストでそのレイヤを選択します。最も重要

なプロパティの Show Layer と Show Title は、レイヤーリストの下部にあるチェックボック

スで直接選択できます。 

 Show Tile は、オブジェクトのタイトルを表示/非表示にします。 

 Show Layer、レイヤが削除されずに表示/非表示されます 

他のプロパティを変更するには、Properties [プロパティ]ボタンを押します。これにより、

次のダイアログが表示されます。 
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下部には、選択した画層の詳細が表示されます。 レイヤに地球儀の小さな領域しか含まれ

ていない場合は、スクロールバーとズームボタンを使用してオブジェクトを「検索」する必

要があります。 プロパティの設定はここで確認できます。 

一番上に、Globe wide Parameters.パラメータが表示されます。 これらのパラメータはすべ

てのレイヤで動作し、タイトルの最小と最大の Text Height for the titles(テキストの高さを)

制御します。 

中央の部分には、個々のプロパティを定義するコントロールを含むタブがあります。 タブ

の数は、レイヤに含まれるオブジェクトのタイプによって異なります。 

外観 
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外観は、マップ上のオブジェクトの描画方法を制御します。 

Pen でボーダーの描画方法を制御する： 

 Color は境界線の色です 

 Styke は境界線の種類（ソリッド、ダッシュ、ドット、...）を定義します。 

 Width は境界線の幅を定義します 

Brush は、オブジェクトの塗り方を定義します。 

 Color はオブジェクトを塗りつぶすのに使われる色です 

 Style は、オブジェクトを塗りつぶすのに使用される塗りつぶしパターン（立体、

水平、垂直、十字など）を定義します。 

Title タイトル 

 

Title は、オブジェクトのタイトルの描画方法を制御します。 

 Font は、使用するフォントを定義します。 これは自明であり、それ以上の説明は

必要ありません。 

 Unit は、オブジェクトがマップ上に表示されるサイズを制御します。 オブジェク

トは、そのサイズが単位で定義されたものに達するまで隠されます。 このプロパ

ティは使用するのが少し難しいので、正しい設定を見つけるためにはそれを試して
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みる必要があります。 単位パラメータは、KM、マイル、メーター、インチなどの

ような特殊単位 S1〜S8 で定義することができます。 彼らはより良いコントロー

ルを与えるので、私は特別なユニットで動作することを好む.. 

 Alignment(位置合わせ)はタイトルの位置を制御します（どのように動作するか見る

ために遊びます） 

 Hide はタイトルを非表示にします（設定ダイアログでも設定できます） 

 Position 位置は、9 つのラジオボタンの 1 つを選択することによって制御され

ます 

 Offset オフセットは、選択した位置からのオフセットを指定します。 

Layer Zoom レイヤーズーム 

 

Layer Zoom は、レイヤがどのズームレベルで表示されるかを制御します。 これにより、マ

ップ上でレイヤを描画する必要のあるズームレベルを制御できます。 たとえば、スイスの

詳細は、観測者の標高が 650m の場合にのみ表示されるように定義することができます。 

私が知っているのは、標高 650m からスイスの多くを見ることはできませんが、

SWISSLOG のマップでは OK です。 ここでも少し実験する必要があります。 

Minimum は、レイヤが表示される最小ズームレベルを単位で定義します 

Maximum は、レイヤが表示されるまでの最大ズームレベルを単位で定義します 

Units は、最小単位と最大単位が定義されているズーム単位を定義します 

Style 
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Style は、ポイントオブジェクトの表示方法を定義します。 ポイントオブジェクトは、都市

や QSO パートナーのような 1 つのポイントで定義される地理的オブジェクトです。 

 Type はポイントの形状を定義します。 FontSymbol を選択した場合は、[シンボル]

タブ 

 Size は、ポイントのサイズとポイントを表示するズームレベルを制御します 

 Point Size はポイントのサイズです。 ズームレベルに基づいて実際のサイ

ズを計算するために使用されます 

 Point Unit は以前のユニットと同じです。 ポイントがどのズームレベルで表

示されるかを制御します 

 Maximum は地図上のポイントのサイズを制限します 

23-3-3 世界地図で楽しむ 

ワールドマップは、テクスチャマップサーフェスもサポートしています。 グローブの表面

にビットマップ画像を重ねることができます。 イメージはメモリにロードされると非常に

素早くレンダリングされます。 イメージのサイズは、使用可能なメモリを超えて大きくな

り、オペレーティングシステムがスワップを開始すると、パフォーマンスに影響を与えるこ

とがあります。 

これは次のようになります: 
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GLOBE Project Gallery of Images でテクスチャマッピングされたサーフェスとして使用でき

るイメージが見つかりました。 これらのイメージは、256 色のビットマップに変換する必

要があります。 私はあなたのためにこれを行い、あなたは SWISSLOG のダウンロードペ

ージからそれらをダウンロードすることができます。 

マップディレクトリに非常に小さなビットマップを含め、あなたがすぐにそれをテストでき

るように環境ファイルを用意しました。  

環境ファイル TextColor.ENV を読み込む 

テクスチャマップされたサーフェスを使用する場合は、外観を含むすべてのレイヤで、外観

のブラシスタイルをクリアするように設定することが重要です。 

24 伝播予測 

Propagation Prediction は、View => Propagation Prediction を使用して、メインメニューか

らアクティブにすることができます。 3 つのチャートが利用可能です： 

dBm、uV / m、および MUF です。 
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これらのチャートの 1 つがビューごとに表示されます。 複数のグラフを同時に表示するに

は、複数のビューを開くことができます。 ショートパスとロングパスの結果を含む結果セ

ットが 1 つだけあります。 そのため、開いているすべてのビューには、同じ場所の予測が

表示されます。 2 つのビューを開いて、いずれかのビューでロングパスチェックボックス

をオンにすると、ショートパスとロングパスの予測が同時に表示されます。 

 

マウスの右ボタンを押すと、チャートを移動して隠れた値を表示することができます。 

24-1 予測が必要な QTH を選択する 

予測が必要な QTH を選択する予測の対象は、さまざまな方法で選択できます。 重要なの

は、これらの方法のいずれかで場所を変更すると、すべての予測ビューが自動的に更新され

ることです。 予測は次の場合に更新されます。 

 QSO 編集ウィンドで呼び出しを入力します 

 ログブック表示ウィンドで QSO を選択する 

 DX-Cluster メッセージウィンドウでコールを選択します 

 チャートウィンドウにコール（またはプレフィックス）を入力する 

 マップ内のポイントをクリックします。 マップから予測を更新するには、Map => 

Display => Update Propagation Prediction をチェックする必要があります 
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24-2 予測のためのパラメータ設定 

パラメータチャートウィンドウの Parameters ボタンを押して、伝播予測パラメータウィン

ドウをポップアップします。 

 

予測を計算する 11 の周波数を設定できます。 エントリを 0 に設定すると、エントリの予測

は計算されません。条件に従って他のパラメータを設定し、sunspots（太陽黒点の数）また

は solar flux を現在の値に設定します。 WWV メッセージとインターネットからそれらを得

ることができます。 WWV メッセージを送信する Telnet サーバに接続している場合、また

はインターネットに接続している場合、SWISSLOG は太陽スポット値を自動的に設定しま

す。 最後の更新日時が表示されます。 
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25 Bands, Band Plan and Modes  

SWISSLOG を使用するために下記の設定が必用です： 

 バンド 

 バンドプラン 

 モード 

このセクションでは、これらのテーブルのエントリを追加、削除、および変更する方法につ

いて説明します。 

25-1 バンド 

バンドを開くにはメインメニューから Edit ¦ Add/Edit Bands を選択します。 これにより、

次のダイアログ・ウィンドウが開きます。 

 

バンドエントリでは、以下を入力する必要があります： 

Band： 

ログブックで使用したいバンドの名前 

Bottom Frequency： 

バンドが始まる周波数 
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Top Frequency： 

バンドが終わる周波数 

Band-ID は自動的に生成され、変更することはできません。 

 Edit バンドエントリを編集するには、リスト内の値を選択して変更します。 次

に、Save[保存]を押すか、別のエントリを選択します。 

 ADD バンドを追加するには、New ボタンを押し、*が表示されている行に新しいバ

ンドを入力します。 

 Delete バンドを削除するにはバンドを選択し、Delete ボタンを押します。 あなたの

ログの QSO で使われていないバンドだけを削除することができます。 

25-2 Band-Plan バンドプラン 

Band-Plan は、QRG に基づいてモードを見つけるために使用されます。 DX-Window から

局にチューニングするとき、または QRG に基づいてオプション Set Mode based on QRG.

を選択したときに使用されます。 

 

Band-Dialog を開くには、メインメニューから Edit | Edit Bandplan を選択します。 これに

より、次のダイアログ・ウィンドウが開きます。 

 

バンドプランエントリは、バンドのセグメントで使用されるモードを定義します。 次のフ

ィールドを入力する必要があります。 



316 

 

 

Mode： 

このエントリが定義するバンドのセグメントで使用される Mode の名前 

Bottom Frequenc： 

Band-Segment が始まる周波数 

Top Frequency トップ周波数： 

Band-Segment が終了する周波数 

 Edit バンドセグメントエントリを編集するには、リスト内のバンドセグメントを選択

して変更します。 次に、[保存]を押すか、別のエントリを選択します。 

 Band-Segment を追加するには New ボタンを押し、*が表示されている行に新しい

Band-Segment を入力します。 

 Band-Segment を削除するには Band-Segment を選択し、Delete ボタンを押します。 

25-3 Modes モード 

Mode ダイアログを開くには、メインメニューから Edit ¦ Add/Edit Modes を選択します。 

これにより、次のダイアログ・ウィンドウが開きます: 

 

モード入力の場合、次のように入力する必要があります。 
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Mode 

ログブックで使用したいモードの名前 

Mode-ID は自動的に生成され、変更することはできません。 

 Edit モードエントリを編集するには、リスト内の値を選択して変更します。 次に、[保

存]を押すか、別のエントリを選択します。 

 Add モードを追加するには、New ボタンを押し、*が表示されている行に新しいモード

を入力します。 

 Delete モードを削除するにはモードを選択し、 Delete ボタンを押します。 ロ

グ内の QSO で使用されていないモードのみ削除できます。 

26 Log の Export 

SWISSLOG では、データを含むほぼすべてのウィンドからデータをエクスポートできま

す。エクスポートは、常にポップアップまたはファンクションメニューで呼び出されます。

したがって、データをエクスポートする場合は、マウスの右ボタンを押すか、メインメニュ

ーから Functions を選択して、Export menu メニュー項目を探します。 

26-1 SWISSLOG でサポートされているエクスポート形式 

SWISSLOG でサポートされているエクスポート形式は、次のファイル形式へのエクスポー

トをサポートしています。 

 ADIF - Amateur Interchange Format これは広く使われている形式であり、多くのログ

プログラム間でデータ交換が可能です 

 HTML  

 Microsoft Word  

 Microsoft Excel  

 Text  

 Rich Text  

 Comma-Delimited Text (CSV)  

 Tab-Delimited Text  
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 Data Interchange Format (DIF)  

 SYLK Format  

 Clipboard  

 DOS Version of SWISSLOG 

 

エクスポート機能すでに述べたように、エクスポート機能は、データレコードが表示される

ほとんどのウィンドで使用できます。ログブック・ビュー、統計、DX スポットをエクスポ

ートできます。 

26-2 Export 機能 

SWISSLOG は、常にウィンドに表示されるフィールドをエクスポートします。したがっ

て、エクスポートするフィールドを制御するには、ビュー内のフィールドを追加または削除

する必要があります。 

エクスポート機能を選択すると、次のダイアログが表示されます。 

 

 上のドロップダウン・リストで、エクスポートする形式を選択できます。 

 エクスポート結果を画面に表示するか、ファイルに保存することができます。 対

応するラジオボタンを選択します。 

 エクスポートオプションを使用すると、エクスポートをより詳細に制御できます。 
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 Line Numbers：エクスポートされたデータの最初のフィールドとして行番号を

追加します。 

 Selected Lines only：ビューで選択されたレコードのみがエクスポートされま

す 

 Export Column Header：最初のレコードとして列の名前をエクスポートします 

 Detail Mode：各列を、列ヘッダーを先頭にして別の行にエクスポートします。 

これは一部のエクスポートタイプに対してのみ機能します。 

 HTML 形式にエクスポートすると、追加のオプションセットが表示されます： 

 

 Template を使用すると、カラースキームの 1 つを選択できます 

 Show grid lines を表示するかどうかを示すグリッドラインコントロールを表示する 

 Column Headers Row Bold：ヘッダーが太字で表示されている場合 

 Odd Row Coloring：行が交互に色付けされる場合、設定されます。 

27 Log のインポート 

SWISSLOG では、他のほとんどのログプログラムから QSO をインポートすることができ

ます。 次の形式のログをインポートできます。 

ADIF（Amateur Data Interchange Format） 多くのプログラムがデータ交換を容易にするた

めにこの形式をサポートしています。 可能であれば、この形式を使用してください。 

 dBase files  

 Paradox files  

 Text files  

 Access databases  
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 SWISSLOG Version 3 (DOS) –特別な考慮事項については、DOS からのインポート

を参照してください。 

 SWISSLOG Database  

27-1 インポートの準備 

別のログプログラムからログデータをインポートするには、以下の手順を実行します。 

現在の SWISSLOG データーベースのバックアップコピーを作成してください！ 

重要：QSO を SWISSLOG にインポートする前に、既存のログのバックアップコピーを作

成することが非常に重要です。場合によっては、インポートプロセスが最初の試行で意図し

たとおりに正しく動作しないことがあります。データーベースを保存しておらず、何かが重

大に間違っている場合、回復することはほとんど不可能です！ 

SWISSLOG Save 機能を使用するか、既存のログデータベースを別のディレクトリにコピー

するか、同じディレクトリに別の名前のコピーを作成します。複数のバックアップコピーを

持つことは良いアイデアです。 

 インポートするログの形式を決定します。 

 他のロギングプログラムがログを ADIF ファイルとしてエクスポートできる場合は、常

に ADIF を使用します。他のログプログラムが直接 ADIF ファイルとしてのエクスポー

トを許可していない場合は、インターネット上で ADIF 変換プログラムを見つけること

ができます。これは副次的なオプションと考えられます。以下は、ログ変換プログラム

のいくつかのリンクです： 

 LogConv http://www.qsl.net/ka5wss/logconv/ 

 PROADIKON http://www.qsl.net/dl9ho/english.html 

 他の変換プログラムへのリンク

http://www.bcdxc.org/contest_log_file_conversion.htm 

 ADIF ファイルを作成する方法が見つからない場合は、元のログファイルがどのデータ

ーベース形式で作成されたかを確認してください。次のデーターベース形式を Swisslog

に直接インポートできます。 

 dBase（ファイル拡張子* .DBF） 

 Paradox（ファイル拡張子* .DB） 
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 Access（ファイル拡張子* .MDB） 

 ソースが他の形式で作成されている場合は、QSO をテキストファイルとしてエクスポ

ートしてみてください。一部のロギングプログラムは QSO をテキストファイルとして

直接エクスポートします。他のプログラムは、Excel（または他のプログラム）へのエ

クスポートをサポートして、テキストファイルとしてエクスポートすることができま

す。上記の提案がうまくいかない場合は、残りの唯一のオプションは、QSO を印刷し

て、プリンタ出力をファイルにリダイレクトすることです。 

 すべての可能性を尽くして、テキストファイルを作成する方法がない場合は、

www.swisslogforwindows.com の技術サポートに連絡してください。 

 インポートを計画する 

インポートしているログには、異なる QTH や異なるコールサインを使用して作成された

QSO が含まれている場合があります。それぞれの異なる QTH とそれぞれのコールサインに

対して、SWISSLOG に別の My QTH を設定する必要があります。 1 回の実行で、同じ My 

QTH の QSO のみをインポートできます。つまり、インポートするログを別々のファイル

（My QTH ごとに 1 つずつ）に分ける必要があります。これらの選択を行い、別々の出力フ

ァイルを作成するには、古いロギングプログラムを使用します。 

27-2 Import を開始する 

File | Import QSOs を選択し、ファイルタイプに対応するインポート関数を選択して、イン

ポートプロセスを開始します。これにより、次のダイアログ・ウィンドウが表示されます: 

 



322 

 

上記のダイアログ・ウィンドウで、インポートするファイルの名前を入力します。 ボタ

ンを押すと、ファイル名を入力するか検索することができます。 

インポートファイルを指定したら、Continue ボタンを押します。 [フィールドの割り当て]

ダイアログ・ウィンドウが次に表示されます。 

 

上記のダイアログ・ウィンドウでは、Field Assignment Table(フィールド割当テーブル)を登

録またはロードすることができます。これはオプションです。今それをやっておらず、後の

段階でテーブルが必要な場合、SWISSLOG はその時に再度尋ねます。このドキュメントで

は、フィールド割当テーブルについて詳しく説明します。 

フィールド割り当て表を作成またはロードする理由は次のとおりです: 

 前のインポートでフィールド割り当てテーブルを作成し、同じフォーマットで再度処理

する場合。 

 別の SWISSLOG ユーザからのフィールド割り当てテーブル（.FLD）を受け取り、意図

したとおりに正確にする場合。 

 dBase、Paradox、または.MDB データーベースの既存のフィールドを参照する場合は、

Create を使用します。インポートしたフィールドを SWISSLOG フィールドに直接割

り当てることができます。 

 必要に応じてテキストファイルの作成を使用して、フィールドの割り当てを定義しま

す。この時点で実行したくない場合は、後でこの操作を行うこともできます。 

 フィールドを直接割り当てない（メンバーシップから QSL ルールおよび/または QSL ア

クションを適用できる）場合でも、インポートプロセス中に QSL ルールを適用する場

合は、Create を使用します。 
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重要：ADIF からインポートする場合は、"Check if file contains SUBMODE field for 

MFSK/PSK"「ファイルに MFSK / PSK の SUBMODE フィールドがあるかどうかを確認す

る」オプションが表示されます。 QSO が PSK または MFSK モードで行われている場合

は、ADIF ファイルに SUBMODE フィールドが含まれているかどうか確認してください。こ

のように Swisslog は、PSK / MFSK モード（スイスログには存在しない）を割り当てるこ

とを無視し、SUBMODE フィールドを読み取って正しいモードを設定します。このオプシ

ョンをチェックしておらず、Swisslog が PSK / MFSK モードで作成した QSO を見つけた場

合は、後の手順で、手動で正しいモードを割り当てるように求められます。 

終了したら、Continue ボタンを押します。要約ダイアログ・ウィンドウが次に表示されま

す。 

 

上記のダイアログ・ウィンドウでは、前に入力したデータを確認することができます。 次

の情報が表示されます： 

 インポート先のデーターベース - the target file 

 インポート元のファイル - the source file 

 ロードしたフィールド割当テーブル（ある場合） 

エラーが発生した場合は、Back ボタンを押して修正することができます。 

注：このダイアログ・ウィンドウは、SWISSLOG の DOS バージョンからインポートする

場合には表示されません 

すべてが OK ならば、Continue ボタンを押してください。 

ここで、インポートする QSO の My QTH を選択します。 
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重要：1 つの My QTH に対してのみ QSO をインポートできます。 

インポートするログに複数の QTH からの QSO が含まれている場合は、ログファイルを

別々のファイルに分割する必要があります。それぞれの QSO は 1 つの QTH のみに含まれ

ています。 

 

自分自身の QTH リストで適切な QTH をクリックして選択し、OK を押します。これによ

り、実際の QSO インポート処理が開始されます。 

Field Assignment Table を選択せずに、SWISSLOG がソースファイル内で何をするのかわ

からない場合は、Field Assignment ダイアログが表示されます。 

27-3 フィールドの割り当てのダイアログ 

SWISSLOG は、インポートファイルから対応する SWISSLOG フィールドにフィールド値

をコピーする必要があります。バンド、モード、QSL インジケータなどを変換する必要が

あります。これをどのようにしなければならないかを定義する命令は、フィールド割り当て

表に含まれています。 

SWISSLOG が入力値の処理方法を知らない場合は、フィールド割り当てテーブルの入力ウ

ィンドであるフィールド割り当てダイアログ・ウィンドウをポップアップして情報を要求し

ます。割り当て情報を入力するか、フィールドを無視するよう SWISSLOG に指示する必要

があります。不足している情報に応じて、ダイアログの別のページが開きます。下のリンク

を使用して、対応する説明に移動します。 

 Field Assignment  

 Format Definitions  

 Band Assignment  
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 Mode Assignment  

 QSL Conversion 

SWISSLOG および ADIF ファイルの DOS バージョンからのインポートファイルの場合、

SWISSLOG は標準フィールドのマッピング方法を知っています。一部のプログラムでは "

標準"の ADIF ファイルを使用しないため、SWISSLOG は依然として非標準情報の処理方法

を尋ねる必要があります。 

SWISSLOG に情報が必要な場合は、フィールド割当ダイアログが表示され、情報を入力す

る必要があるページが開きます。 

フィールドの割当 

 

上記ダイアログ・ウィンドウでは、インポートファイルから SWISSLOG フィールドにさま

ざまなフィールドを割り当てることができます。 

 左側のテーブルには、インポートファイル（インポートフィールド）のフィールド

名と、インポートフィールドがマップされている対応する SWISSLOG フィールド

（ - > SWL-Field）が表示されます。 

 ダイアログ・ウィンドウ（Available DB Fields）の右側のリストには、すべての

SWISSLOG フィールドが表示されます。 
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インポートフィールドの名前の横に挿入することによって、インポートフィールドに対応す

る SWISSLOG フィールドの名前を入力する必要があります。 

これを行うには、次のいずれかの方法を使用します: 

1 インポートフィールドにマークを付け、Available DB フィールドのリストから対応する

SWISSLOG フィールドを選択し、Insert ボタンを押します。 （フィールド名の上にマ

ウスカーソルを置いてフィールドをマークしてクリックします）。 

2 使用可能な DB フィールドのリストから SWISSLOG フィールドを対応するインポート

フィールドの横にある SWL-Field リストにドラッグアンドドロップします。 

テキストファイルのフィールド割当 

テキストファイルのフィールドには名前はありません。したがって、フィールド位置番号

は、入力ファイル内のフィールドを識別するために使用されます。テキストファイルには、

固定列の形式か、区切られた形式があります。フィールドの番号付けは、どちらの形式でも

異なります。 

 固定列レイアウトのテキストファイルの場合、フィールドが開始する列はフィール

ド名として使用されます 

 区切られたテキストファイルの場合、フィールド番号はフィールド名として使用さ

れます 

以下は、固定列レイアウトを持つファイルのフィールド割り当ての例です: 
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Add Field 追加ボタンを使用して新しいフィールドを追加する 

標準以外の書式のテキストファイルからデータをインポートする必要がある場合は、次にフ

ィールドアサインメントを保存して、次回この操作を再度実行する必要はありません。 代

わりにそれらの保存されたフィールド割り当てを読み込むことができます！ 
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27-4 フォーマット定義 

 

上記のダイアログ・ウィンドウでは、入力ファイルで使用される時間フィールドと日付フィ

ールドの書式を定義します。 入力ファイルがテキストファイルの場合は、テキストファイ

ルのフォーマットも定義する必要があります。 

 Time Format：以下に示す文字を使用して時間形式を入力します 

 H =時 

 M =分 

 S =秒 

 Date Format：以下に示す文字を使用して日付形式を入力します 

 D =日 

 M =月 

 Y =年 

Text format：入力ファイルがテキストファイルの場合は、適切な形式を選択します 

 区切り文字で区切られたテキストファイル 

 固定列レイアウトのテキストファイルの固定形式 
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入力ファイルが区切られたテキストファイルの場合、区切り文字と引用文字を定義します 

 Delimiter Character：フィールドの区切り（区切り）に使用される文字 

 Quote Character：フィールドをフレーム化するための文字（フィールドの先頭と最後

に配置されます）。 空白を含むフィールドにはフレーミングが必要です。 

27-5 バンド割り当て 

 

上記ダイアログ・ウィンドウでは、入力ファイル内のバンドを SWISSLOG のバンドに変換

する方法を定義することができます。古いログプログラムはバンドの一貫した命名を強制し

ませんでした。したがって、このリストにいくつかのエントリを作成する必要があります。

インポート処理中に、SWISSLOG は入力ファイルの未知のバンドエントリごとに停止し、

どのように変換する必要があるかを尋ねます。 

 左側のテーブルには、インポートファイル（インポートバンド）のバンドと、変換され

る対応する SWISSLOG バンド（→SWL バンド）のリストが表示されます。 

 ダイアログ・ウィンドウ（Available Bands）の右側のリストには、SWISSLOG バンド

が表示されます。 

インポートバンドの名前の横に SWISSLOG の使用可能なバンドの 1 つを挿入して、インポ

ートバンドに対応する SWISSLOG バンドを入力する必要があります。 
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これを行うには、次のいずれかの方法を使用します: 

1 インポートバンドにマークを付け、Available Band のリストから対応する SWISSLOG

バンドを選択し、Insert ボタンを押します。 （フィールド名の上にマウスカーソルを置

いて field name をマークしてクリックします）。 

2 SWISSLOG バンドを Available Band のリストから、対応する import band の横にある

SWL-Band リストにドラッグアンドドロップします。 

27-6 モード割り当て 

 

上記ダイアログ・ウィンドウでは、入力ファイルのモードを SWISSLOG のモードに変換す

る方法を定義することができます。古いログプログラムは、モードの一貫した命名を強制し

ませんでした。したがって、このリストにいくつかのエントリを作成する必要があります。

インポート処理中に、SWISSLOG は入力ファイルのすべての未知のモードエントリで停止

し、どのように変換する必要があるかを尋ねます。 

 左側の表には、インポートファイルのモードのリスト（Import Mode）と、変換さ

れる SWISSLOG モード（ - > SWL-Mode）が表示されます。 

 ダイアログウィンドウ（使用可能なモード）の右側にあるリストには、SWISSLOG

モードが表示されます。 
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インポートモードの名前の横に SWISSLOG の使用可能なモードの 1 つを挿入することによ

って、インポートモードに対応する SWISSLOG モードを入力する必要があります。 

これを行うには、次のいずれかの方法を使用します: 

1 Import Mode を選択し、使用可能なモードのリストから対応する SWISSLOG モードを

選択し、挿入ボタンを押します。 （field name 名の上にマウスカーソルを置いてフィ

ールドをマークしてクリックします）。 

2 使用可能なモードのリストから、対応するインポートモードの横にある SWL モードの

リストに SWISSLOG モードをドラッグアンドドロップします。 

27-7 QSL 変換 

 

上記ダイアログ・ウィンドウでは、QSL 情報の変換方法を定義することができます。この

定義は、インポート元のログプログラムで洗練された QSL 制御システムを使用した場合、

非常に複雑になることがあります。上記の例は、このような場合を示しています。 

SWISSLOG は、3 つの QSL インジケータを使用して QSL 制御システムを実装していま

す.QSL-Sent、QSL-Received、および QSL-Action というフィールドです。 QSL 制御シス

テムは非常に包括的です。詳細については、QSL-ルールと QSL-アクションを参照してくだ

さい。 
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重要：SWISSLOG では、QSL-Sent と QSL-Received で使用されている値が両方のフィー

ルドで同じことを意味すると想定しています。 

左側のテーブルには、入力値の現在の QSL 変換設定が含まれています。 

 Import-QSL は入力フィールドの値です。 

 SW-QSL は SWISSLOG の QSL インジケータがどのようにこの入力値に設定され

るかを定義します。 

1 =ターゲット QSL インジケータが YES に設定されます 

2 = QSL 受信および QSL 送信インジケータの両方が YES に設定されます。こ

れは、1 つのインジケータのみを使用するプログラム用です。 

3 =目標 QSL インジケータは NO に設定されます 

 QSL-Action：QSL アクションフィールドで設定する必要がある値。これは非常に

重要です。上の例でわかるように、この情報は QSL インジケータでさまざまな文

字でコード化されています。 SWISSLOG の QSL インジケータは、オンまたはオ

フのみ（YES または NO）にすることができます。したがって、インポートログで

使用される文字の意味を QSL-Action フィールドに入力する必要があります。 

 Target-Field：これは情報のみのフィールドです。 SWISSLOG が値の変換方法を

知らない場合は、このダイアログを開きます。 Target-Field は、SWISSLOG が入

力フィールドを QSL-Received または QSL-Sent インジケータに変換しようとして

いることを伝えます。 

右側のラジオボタンを使用して、入力値の変換方法を定義することができます。 

 QSL アクションは、QSL アクションを設定するために使用する QSL インジケータ

を指定します。 

注意：SWISSLOG では、QSL-Received と QSL-Sent インジケータの両方で同じ値

を使用することを前提としています。 

例を見てみましょう：YES には Y、NO には N を使用します。次に、QSL カード

が送信されなかった場合は QSL-Action を「Send」に設定し、QSL カードが送信さ

れた場合は QSL-Action を「Sent」に設定します。この場合、QSL-Action フィール

ドは、QSL-Sent インジケータの値に基づいている必要があります。 N 値の場合は

'Send'を指定します。 Y 値 'Sent'に対して 
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 Import-Value：この設定が有効な入力フィールドの値。 

 SWL-received / sent：QSL インジケータの設定方法を選択します。 Yes は、QSL-

Received と QSL-Sent インジケータが True（Yes）に設定されることを意味しま

す。 

 QSL-アクション：有効にするアクションを選択します。注：Apply QSL Rules チェ

ックボックスをオンにすると、この設定は上書きされます。 

 QSL ルールを適用する：このチェックボックスをオンにすると、QSL アクション

は QSL ルールに従って設定されます。 

 メンバーシップ QSL アクションを適用する：このチェックボックスがオンの場

合、QSO は LoTW および eQSL ユーザーリスト、URE、URA、REF および RCA

メンバーリスト（それぞれ EA、C3、F および LU 局の場合のみ）、設定次の QSL

アクション： 

 LoTW：callsign が LoTW の場合 

 eQSL：callsign が eQSL ユーザの場合（eQSL AG または eQSL 正規メンバ

ー） 

 LoTW + eQSL：callsign が LOTW と eQSL の両方のユーザである場合 

 Direct：コールサインが EA / C3 / F / LU 局の場合、URE（スペインのアマチュ

ア無線協会）、URA（アンドラアマチュア協会）、RCA（ラジオクラブアルゼ

ンチン）または REF フランスのアマチュア協会）。 EA / C3 / F / LU コールサ

インが URE / URA / REF / RCA のメンバーではなく、LOTW または eQSL の

ユーザでない場合には、「ダイレクト」が設定されます。これは、局を経由し

て非局のメンバーに QSL カードを送るのを避けるのに便利です。 

重要：この QSL アクションを適用するには、インターネット接続が必要です。 

27-8 SWISSLOG DOS Version のインポート 

省略 

28 Pivot Tables 
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ピボットテーブルとは何ですか？ これは確かに最もよく聞かれる質問の 1 つです。 ピボッ

トテーブルは、さまざまな基準でグループ化できる要約レポートで、これらのグループに基

づいてさまざまな値を計算できます。 ピボットテーブルは、反転グリッドとも呼ばれま

す。 ピボットテーブルの詳細については、Excel またはその他のスプレッドシートプログラ

ムのドキュメントを参照してください。 この場合、おそらく最も良い説明は画像です。下

の画像は DXCC 統計に基づいていますが、チュートリアルで使用されている例は DOK 統計

に基づいてピボットテーブルを作成しています。 

 

ピボットテーブルを作成する前に、表示する情報を決定する必要があります。ピボットテー

ブルは、次のフィールドで構成されています。 

 Group fields - QSO のグループ化方法を定義します。フィールドの順序は、ソート方法

を定義します。 

 Evaluation field - 表示する列を定義します。 

 Calculation field - グループ線と評価列の交差点に表示される値を計算するために使用さ

れます。 

 Summary fields - グループ全体の値を表示するために使用されます。 

28-1 Pivot Table の作成 

ピボットテーブルの作成ピボットテーブルの作成については、DOK 統計に基づく例を使用

して説明します。ピボットテーブルは 2 つのステップで作成されます。まず、次のエントリ

を示すテーブルが作成されます： 
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 DOK 

 QSO の数 

 確認された QSO の数 

 10m から 40m のバンド、および 80m のバンド（各バンドの最初のコールサインを

含む） 

2 番目のステップは、次のような方法で拡張されます： 

 モード CW、FM、SSB 

 また、バンド 2m と 70cm が追加されています 

プロセス全体を理解すると、WAE、WAZ、DOK などの独自のピボットテーブルを作成する

ことができます。 

この例では、データーベースに DOK 統計があることを前提としています。そうでなけれ

ば、メインメニューから File | Statistic Import / Export | Import Statistic をクリックし、リス

トから適切な統計を選択するか、Statistic Import / Export をクリックして詳細を表示しま

す。 

ピボットテーブルを作成するには、Wizards ¦ Create Pivot-Table を作成をクリックします。 

ダイアログ・ウィンドウの Selection of the Group-Fields が次のように表示されます。 

1 ウィンドの下部にある Statistic as template フィールドの右にある矢印をクリックしま

す。使用可能な統計情報のリストが表示されたら、[DOK]を選択します。 

2 Group-Fields ウィンドに、値 SUB_REGION が表示されます。これは、DOK が格納さ

れているフィールドです 
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3 Continue ボタンを押します。 

4 次に、Select Evaluation-Field ダイアログボックスが表示されます： 
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5 バンドごとの評価が必要なので、Available Fields のリストで Band を選択し、>ボタン

を押してフィールドを Evaluation-Field リストに移動します。 

6 Continue ボタンを押します。 

7 次のダイアログボックス Select Calculation-Field が表示されます。 

 

8 このステップでは、クロスポイントで表示される値にどのフィールドを使用するか、お

よびこれらの値をどのように計算するかを定義します。 私たちの DOK の例では、選択

された各バンドで作業している最初の局のコールサインを表示したいと考えています。 

 したがって、Available Fields のリストから L_CALL を選択し、>ボタンを押します。 

 ファンクションリストから、各グループの最初の QSO を確認したいので、First を選択

します。 

 Continue ボタンを押します。 

 ダイアログ・ウィンドウの「要約フィールドの選択」が次に表示されます。 
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9 行単位で表示される QSO のグループ内で集計された値を表示することができます。 利

用可能な（集約）機能が機能リストに表示されます。 最初と最後は実際の集計ではあ

りませんが、グループ内の最初または最後の QSO のフィールドの値を表示できます。 

 C_Call を選択し、カウント関数を選択します。これは、行によって表される QSO の数

を表示します。 

 L_QSL_Received と関数 Sum を選択します。これは、行によって表される確認された

QSO の数を表示します。 

 また、テーブルに表示されることが確認された最初のコールサインが必要です。 した

がって、L_Call を選択し、関数 First 

 Continue ボタンを押します。 

 

 Select and display QSO's ダイアログ・ウィンドウ QSO の選択と表示が次に表示されま

す： 
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Select and display QSO's を表示するには、Functions ページと Pivot Table ページの 2 つの

ページがあります。 Functions ページでは、以下の機能を選択できます。 

 Define QSO Selection - これにより、表示したい QSO の選択基準を定義することがで

きます。 

 Save Definitions - 作成した定義を後で使用するために保存することができます。 

 Load Definitions - 以前に保存された定義をリロードすることができます。 

 Define QSO Selection ボタンを押します。 

 次に Select and display QSO's ダイアログボックスの 2 番目の部分が表示されます。 

このウィンドの外観は、Swisslog に入力した情報に依存します。 あなた自身の QTH、

QSL アクションなど： 
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10 該当するチェックボックスをオンにして選択条件を入力します。 例えば、チェックす

る。 AM、CW、FM、SSB を Mode 列に入力し、Band 列の 10m、15m、20m、40m、

80m を確認します。 

11 Continue ボタンを押すと、Select の最初の部分に戻り、QSO のダイアログ・ウィンド

ウが表示されます。 

12 これで、結果を表示する準備が整いました。Pivot Table タブをクリックし、テーブルが

表示されるまでしばらくお待ちください。 
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上の図は、DOK 統計に基づくピボットテーブルの結果を示しています。データは次のよう

に説明されています。 

P_Sub_Region - DOK を表示します。 

C_Call - この DOK に存在する QSO の総数をリストします。 

L_QSL_Received - DOK から受信した QSL カードの数をリストします。 

L_Call - QSO のグループ内の最初の QSO のコールサインを DOK に表示します。 

10m、20m、... - 最初の QSO の Callsign を該当するバンドに DOK で表示します。 

29 インフォメーションテーブル Information Tables 

Information-Tables は、SWISSLOG データーベースに追加情報を追加し、それらを

SWISSLOG フィールドに関連付けることができます。 Info-Tables は多くの目的で使用で

きます。最も一般的なのは、IOTA、US-States、US-Counties、DOK または Callsign のよう

なアワードに使用されている略語の説明と、DIG メンバーまたは TEN-TEN メンバーの名前

を追加することです。 

Info-Tables の情報を使用できます： 

 統計情報ビューに詳細情報を表示する 

 QSO に入る際に詳細を調べる： 
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 Ctrl + I を押す 

 ダブルクリックまたは 

 ボタンを押す、 

フィールドに Info-Table が割り当てられている場合は、それが表示されます。正しいエ

ントリを選択し、情報を QSO エントリにコピーすることができます。 

 詳細情報を含むレポートを生成します。情報テーブルは SWISSLOG DB に格納されま

す。レポートジェネレータでそれらを使用して個々のレポートをデザインすることがで

きます。 

注：自分の情報テーブルを作成する場合は、私たちと SWISSLOG のすべてのユーザは、一

般的な配布のためにそれらを私たちに送っていただければ幸いです。現在、私たちは

DIFM、DIG、DOK、IOTA、MF、および米国郡などの情報テーブルを持っています。 

Info-Table と SWISSLOG フィールド間の関連付け（リンク）は、Statistic Definition で間接

的に定義することも、Info Table Assign 機能で直接定義することもできます。好ましい方法

は、統計定義による関連付けです。 

Tools | Information-Tables には次の機能があります。 

 作成/削除（情報テーブル） 

 エクスポート/インポート/編集（追加データを追加） 

 情報テーブルを割り当てる（SWISSLOG フィールドを直接関連付ける） 

29-1 情報テーブルを作成する 

情報テーブルの作成は、以下の主なステップで構成されています。 

1 形成の詳細を含むテキストファイルを作成します。このファイルは通常、テキストエデ

ィタの助けを借りて作成されます 

2 レイアウト定義ファイルを作成します。これは SWISSLOG で行うことができます 

3 SWISSLOG DB に情報テーブルをロード（作成）する。これは SWISSLOG で行う必要

があります 

多くの場合、必要なファイルは既に¥ Info ディレクトリにあるか、インターネットから入手

できるので、手順 3 を実行するだけです。 
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29-1-1 テキストファイルを作成する 

最初のステップは、詳細な情報を含む簡単なテキストファイルを準備することです。ファイ

ルには、少なくとも「キー」値とキーの説明が含まれていなければなりません。キー値は、

ログブックに格納されている値です。例は、DXCC、IOTA、Ten-Ten 番号、DOK などで

す。この説明では、キーについて詳しく説明します。たとえば、DXCC の DXCC 国の名

前、または IOTA の島と大陸の名前。 

ファイルは、通常、Windows で利用可能なメモ帳エディタのような単純なテキストエディ

タの助けを借りて作成されます。フィールドは区切り文字で区切る必要があります。一般的

な区切り文字は次のとおりです。 

、; ： tab 

たとえば、DOK のファイルは次のようになります。 

A01、KONSTANZ 

A02、BRUCHSAL 

A03、BADEN-BADEN 

A04、Bw HL 

第 1 のフィールドは、ログブックに格納される DOK（キー）であり、第 2 のフィールド

は、DOK が属する都市の名前である。ここでは、フィールドはコンマで区切られていま

す。 

もう一つの例。 IOTA 情報テーブルのテキストファイルは次のようになります。 

AF-001;3B6;Agalega Islands 

AF-002;FT/Z;Amsterdam & St.Paul Islands 

AF-003;ZD8;Ascension Island 

AF-004;EA8;Canary Islands 

AF-005;D4;Cape Verde, Leeward Islands 

AF-006;VQ9;Diego Garcia Island 

AF-007;D6;Comoro Islands  
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ご覧のとおり、「;」で区切られた 3 つのフィールドがあります。最初のフィールドは、や

はりキーフィールド、IOTA の省略形です。 2 番目のフィールドは DXCC の略語で、3 番目

のフィールドは島の名前です。 

29-1-2 レイアウト定義ファイル（.lot）を作成し、 

レイアウト定義ファイルは、テキストファイル内のエントリのフォーマットを記述するため

に使用されます。 SWISSLOG の助けを借りてレイアウト定義ファイルを作成することも、

テキストエディタを使用して手動でレイアウト定義ファイルを作成することもできます。 

SWISSLOG でレイアウト定義ファイルを作成するには、次のように選択します。 

Tools | Information-Tables  | Create / Delete  

これにより、次のダイアログが開きます: 

 

ダイアログには、IOTA テキストファイルの定義が含まれています。 次の情報を入力する必

要があります。 
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テキストエディタを使用してレイアウト定義ファイルを作成することもできます。 ファイ

ルの形式はとてもシンプルです。 

Table=INF_IOTA 

KeyField=1 

DelChar=; 

Field1=IOTA,Varchar,6,0 

Field2=DXCC,Varchar,10,0 

Field3=NAME,Varchar,80,0  

注意： 

たとえば、削除された DXCC エンティティのように、deleted のフラグが設定されているエ

ントリがある場合は、情報テーブルに 1 バイトの長さのフィールドが必要で、DELETED と

呼ばれる必要があります。内容は、削除の場合は「D」、有効な入力の場合は「N」のいず

れかでなければなりません。 
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29-1-3 情報テーブルを SWISSLOG DB にロードする（作成する） 

テキストファイルとレイアウトファイルを準備したら、 ボタンを押して

SWISSLOG DB に情報テーブルを作成することができます。 

ボタンを押してテーブルを作成するために生成された SQL を確認することがで

きます。 

何か問題が生じた場合は、エラーリストが表示されます。エラーを調べるには、

ボタンを押します。 

 "Duplicate keys"は、キーフィールドが一意ではないことを意味する（同じキー値を

持つ複数のエントリがある） 

 フィールドが小さすぎてデータを格納できない場合は、算術例外、数値オーバーフロ

ー、または文字列切り捨てエラーが発生する可能性があります。 

 

29-1-4 エクスポート/インポート/編集情報テーブル 

SWISSLOG を使用すると、統計データーベース SWLSTAT.MDB に格納されている情報テ

ーブルをエクスポート/インポートおよび編集できます。 

ヒント：Swisslog は、ツールメニューのいくつかの情報テーブルをインターネットから更新

する機能を実装しています。 Swisslog の新バージョンは定期的にリリースされ、更新され

たすべての情報テーブルが含まれています。したがって、手動で編集する必要はありませ

ん。上級者向けです。 

情報テーブルを編集するには、次の手順を実行します: 

1 ツール| Info-Tables を選択し、Export / Import / Edit を選択します。これにより、情報テ

ーブルの編集ウィンドが表示されます。 

2 テーブルのリストから編集するテーブルを選択します。 

3 必要なレコードを編集します。 

4 列のタイトルをクリックすると、昇順/降順でソートできます。 
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5 すべての列の列タイトルのすぐ下には、フィルタフィールドがあります。何も入力しな

いと、ビューに一致するレコードが表示されます（大文字と小文字は区別されます）。

下の画像で INF_IOTA テーブルが選択され、ビューは IOTA によって昇順にソートされ

（小さな矢印に注意）、フィルタが適用され、DXCC が EA と一緒になっている IOTA

のみがリストされます。 

 

ツールバーのボタンを使用すると、次の操作を（左から右へ）実行できます。 

 Go to First record  

 Go to Prior record  

 Go to Next record  

 Go to Last record  

 Insert a new record  

 Delete a record  

 Edit a record  

 Confirm the edition of a record  

 Cancel edition  
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 Refresh data to see the changes  

表示されているように、付属のエディタは情報テーブルを編集するための優れたツールを提

供します。ただし、インフォメーションテーブルをエクスポートし、外部エディタ

（Windows に含まれるワードパッドなど）で編集した後、情報テーブルを再度インポート

することもできます。あなたが好む方法を使用してください。 

同じフィールド構造とデータフォーマットを保持する情報テーブルの更新ファイルを入手し

た場合は、すべての情報テーブルを手動でインポートおよび更新できます。 

 From フィールド以外のボタンを押して、インポートする情報テーブルファイルを

選択します。次のダイアログでファイル名をダブルクリックするか、ファイルを選

択して Open を押します 

 Import ボタンを押します。 

逆に、情報テーブルを更新して他のユーザと共有したい場合は、次のようにエクスポートす

ることができます。 

 エクスポートする情報テーブルを選択します。 

 Inールドの横にあるボタンを押して、情報テーブルをエクスポートするフォルダを

選択します。 

 Export ボタンを押します。情報テーブル（.TXT）とテーブル定義ファイル

（.LOT）は、選択したフォルダにエクスポートされます。 

29-1-5 フィールドに割り当てる 

Information-Tables をフィールドに関連付ける（リンクする）ことができます。情報テーブ

ルがフィールドに関連付けられている場合、情報テーブルの内容は次の方法で表示できま

す。 

 フィールドが選択されているときに Ctrl + I を押す 

 フィールドをダブルクリックします。 

 フィールドが選択されているときに ボタンを押す 

情報テーブルとフィールドとの関連付け（リンク）は、 

 統計の定義 

または 
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 Tools | Information-Tables  | Assign Information Tables 機能 

情報テーブルをフィールドに関連付けるには、統計定義の関連付けが好ましい方法です。詳

細は統計の定義をご覧ください。この関連付けの方法は、Assign Information Tables との関

連付けよりも優先されます。 

また、Assign Information Tables 機能を使用して、フィールドに情報を直接関連付けること

もできます。この機能を選択すると、次のダイアログが表示されます: 

 

リストされたフィールドごとに、それに直接関連付けられる情報テーブルを選択することが

できます。 

30 アワードの管理 

 アワードの管理では、以下の機能を提供しています。 

 アワードの対象となる QSO の自動選択 

 アワードの提出状況の管理 

 アワードのステータスと QSO カウントの計算 

 アワード向上させるために必要な QSL カードの QSO を選択する。 

 アワード提出リストの印刷 

30-1 アワードの管理の準備 

アワードの管理には、2 つの基本要素が必要です。 
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1 統計 

統計は、アワードを獲得する QSO を選択するルールを定義し、アワードの数を計算し

ます。 

2 アワードの定義 

アワードの定義では、アワード、バンドとモード、および QSOs のその他の選択基準が

含まれます 

必要に応じて、提出フォームのレポートを定義することができます。詳細は、レポートを参

照してください。 

標準アワードの定義 

Swisslog は最も一般的なアワードの定義を統合しているため、通常の条件では独自のアワー

ドの定義を作成する必要はありません。しかし、普及したアワードの有効な定義を準備して

いれば、それを私に送ってください。将来のバージョンに含めることができます。 

プライベートアワードの定義 

利用可能な標準定義がない場合は、自分で定義を準備する必要があります。 

 最初に、ニーズに合った標準的な統計定義があるかどうかを確認します。統計の定義の

指示に従ってプライベート統計を定義しない場合 

 統計を定義または選択したら、アワード定義の作成の手順に従ってアワード定義を作成

します 

30-2 アワードの管理機能の使用 

アワードの管理は 1 つのウィンドに以下の 4 ページが含まれています： 

Select QSOs for Award 

アワードを受アワードし、まだ選択されていない QSO を表示します。このページを使用し

て、アワードにふさわしい新しい QSO があるかどうか、または手動で希望の QSO を選択

してください。 

Organize QSOs for Awards 

現在選択されているすべての QSO を表示します。 QSO (Submitted, Credited, Rejected)の

アワードステータスのみ変更することができます。必要のないものを削除してください。 
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Statistic 

アワードの統計情報を表示します。ここで合計を確認して、アワードにふさわしいかどうか

を確認できます。これは、通常の統計ビューと同じです。 

注：Number of different Entities not the Total of QSLs には、QSL の合計ではなく、異なる

エンティティの数が表示されます。レポートバンド 5B の合計は、たとえば、5 つのバンド

のそれぞれで処理された異なるエンティティをカウントします。 1〜5 のバンドで

5,7,12,1,8 を務めた場合、合計数は 33 になります。 

Repors 

特典アプリケーションを印刷するためのレポート生成ウィンドを表示します。 

注：QSL カードを DXCC アワードのためにどのようにソートする必要があるかについて、

特別な規則が適用されます。 DXCC に適格な複数の QSO を持つ QSL カードがある場合

は、DXCC アワードの QSL カードの並べ替えを参照してください。 

 

30-2-1 基本操作 

基本的な操作このセクションでは、アワードの管理のための手順を簡単に説明します. 

最初のステップ： 

 アワードにアワードの定義が存在するかどうかを確認します。 

 アワードの定義がない場合は、アワードを作成します。詳細については、アワード

の定義を作成するを参照してください。 

 既に QSO を提出して受け入れている場合は、これらの QSO を選択し、それに応

じてステータスを設定する必要があります。 

 Select QSOs for Award ページで、既に提出または承認された QSO を選択しま

す。 

 Organize QSOs for Awards ページで、これらの QSO の正しいステータスを設

定します 

繰り返しのステップ： 

（これらの手順を実行するには、Award Admistration を開く必要があります） 
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 アワードを受アワードする新しい QSO を確認してください。これらの QSO は、アワ

ードの QSO を選択ページに表示されます。 Swisslog はあなたに QSO を提案します。

それを受け入れるか、同じように資格を持つ他の QSO を選択することができます。受

け入れられた QSO は、選択状態になります。 

 QSO を提出する。 

 Selected ステータスを持つすべての QSO は、提出の候補です。受アワード対象

の QSO を構成するページで、提出する QSO であるかどうかを確認できます。な

んらかの理由で QSO を Rejected としてマークしてください。 

 送信するすべての QSO がステータス'Selected'を Reports ページに変更し、アワ

ードの提出レポートを印刷します。 

 レポートが印刷され、提出が OK であれば、アワードの QSO を構成するページ

で、QSO のステータスを Selected から Submitted に変更します。 

 QSOs を Accepted（または Rejected）としてマークしてください。承認/却下された

QSO に関するレポートを受け取ったら、「QSOs for Awards」ページに行き、QSO の

ステータスを設定します 

30-2-2 アワード管理を開くアワード管理機能を開く： 

アワード管理を開くアワード管理機能を開く: 

 

30-2-3 アワードを選択する 

Select QSOs for Award ページは、アワードに含まれる QSO を選択するために使用されま

す。 SWISSLOG は自動的に QSO を選択し、QSO を適格とし、QSO を含めるよう提案し

ます。 提案された QSO を含めたくない場合は、別の QSO を選択することができます。 

アワードに含まれる QSO の選択は、QSO がアワードのための QSO を構成するページに提

出されるまで変更することができます。 
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ページは次のようになります。 

 

アワード QSO を選択する 

ページ受アワード QSO を選択すると、受アワードに含める QSO が選択されます。 

SWISSLOG は自動的に QSO を選択し、QSO を適格とし、QSO を含めるよう提案しま

す。 提案された QSO を含めたくない場合は、別の QSO を選択することができます。 ア

ワードに含まれる QSO の選択は、QSO がアワードのための QSO を構成するページに提出

されるまで変更することができます。 

ページは次のようになります: 
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内容の説明 

 

操作 

 

30-2-4 アワードの QSO を構成する 

アワードの QSO を構成するページは、選択した QSO のステータスを維持するために使用

されます。 

ページは次のようになります: 
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30-2-5 内容の説明 

 

30-2-6 操作 

 

30-3 レポート 

このビューは、アワードに選ばれた QSOs に限られます。 アワードの定義で Active Report

アクティブレポートの下で定義されたレポートがあらかじめ選択されています。 使用可能

なすべてのレポートを使用できます。 しかし、報告書の選択基準はアワードの QSOs にの
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み適用されることに注意してください。 レポートを動的に変更してビューを制限するた

め、一部のレポートが正しく機能しないことがあります。 

一般アワード QSO List.rpt と呼ばれるレポートは、アワードのために定義された標準レポー

トがない場合に自動的に選択されます。 

ページは次のようになります。 

 

30-3-1 内容の説明 

 

30-3-2 操作 

 

30-4 DXCC アワードの QSL カードのソート 

DXCC アワードの QSL カードは、ARRL 規則に従ってソートされなければなりません。 

QSO カードが 1 つしかない QSL カードの場合、これは簡単です。 しかし、アワードを獲
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得する複数の QSO を持つ QSL カードは、最後に置かなければなりません。 SWSLSLOG

は QSL カードを正しく分類します。 正しく割り当てられている！ 

複数の QSO を持つ QSL カードでは、一意の Card-Nr を割り当てる必要があります。 つま

り、カード上の各 QSO には同じ Card-Nr が必要です。そのため、SWISSLOG はカード上

に複数の QSO があることがわかります。 

QSL カード - Nr。 QSL-Info ページの QSO-Edit ウィンドに入力します。 

31 カントリー・テーブル 

SWISSLOG のカントリー・テーブルは、Erik、EI4KF erikcarling@live.com によって維持管

理されています。 

したがって、カントリー・テーブルを自分で更新する必要はありません。 Erik に、将来の

バージョンに含まれるように、エラーや新しい追加が必要なことを知らせます。 

ヘルプの完全性については、私は国のテーブルメンテナンス機能の簡単な説明を提供しま

す。   

詳細は省略 

32 その他の機能 

32-1 方向指示 

ウィンドは方位指示として利用可能です。 サイズ変更が可能で、ローターインターフェー

スの使用の有無にかかわらず、さまざまな機能を提供します。 メインメニューから View | 

Azimuth Indicator。 

ローターインターフェースを使用する場合、以下の機能があります。 

 現在のローター方位を表示する 

 方位目盛り（各部門は 10 度）をクリックすると、ローテータを特定の方向に切り替え

ることができます。 部門にマウスカーソルを合わせると、選択した方位がラベルに表

示されます。 注：非常に小さなウィンドウサイズを使用すると、いくつかの部門を選

択するのが難しくなります。 

ウィンドのタイトルには、現在のローターの方位が表示されます 
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それは次のようになります： 

 

ローターインターフェースが使用されていない場合、QSO 入力ウィンドに入力された現在

の局の方位が表示されます。 ウィンドのタイトルには、Az:方位角と Lp:ロングパスの方位

角が表示されます。 

 

32-2 アワードツール 

Castle Awards 

城のアワード（ホームアワードや WCA）を好むユーザは、これらの機能が大好きです。あ

なたが城から運用しているときは、対応するフィールドにホームアワードまたは WCA 参照

を入力します。主な問題は、家庭と WCA の参照は完全に異なることです！すべてのキャッ

スルアワードを扱いたい場合は、相互参照を確認して、各 QSO にマニュアルで入力する必
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要があります。本物の仕事！しかし、これらの関数は 2 番目に操作を実行します！Tools | 

Castle Awards には 2 つのオプションがあります： 

 DCE、DCI、DCFP、DFCF、DMHP、BCA から WCA を設定する：この機能は、

BCA、DCE、DCI、DFCF、DCFP、DMHP の各家庭アワード（現在のところ Swisslog

がサポートしている唯一のホームキャッスルアワード） WCA 分野における対応する

WCA 参照（ディプロマ 8） 

 WCA から DCE、DCI、DCFP、DFCF、DMHP および BCA を設定します。逆に、この

機能は WCA 参照を読み取り、BCA、DCE、DCI、DFCF、DCFP および DMHP 参照を

各統計の対応する卒業証書フィールドに自動的に割り当てます。 

プログレスバーには、いくつの QSO が処理されているかが表示されます。一番簡単ではあ

りません！好きな方法を選んでください。自宅参照または WCA 参照の入力を続行するかど

うかは、あなた次第です。あなたの決定に応じて、時々対応する機能を実行して、すべての

城アワードを更新してください！また、WCA の参照と場合によっては自宅の参照を入力す

ることもあります。両方の機能を随時実行しても、あなたの城の統計は正しく更新されま

す！ 

DME Award (Spanish cities) 

DME 賞はスペインで非常に人気があり、世界中で多くの信者を獲得しています。 この機能

を使用すると、DCE、DEE、DEFE、DMVE、DMVEA、DVGE、および EA PUENTES Y 

ACUEDUCTOS のいずれかを持つすべての QSO で、DME リファレンスを自動的に設定で

きます。 

プログレスバーには、いくつの QSO が処理されているかが表示されます。 

32-3 Club Log Tools 

Club Log（www.clublog.org）は、アクティブな DXers をサポートする一連の強力なツール

を備えたオンラインデータベースです。登録ユーザは ADIF にログをアップロードした後、

DXCC パーソナルレポート、伝播予測、カスタムフィルタ付き Dx スポット、OQRS などの

一部の機能にオンラインでアクセスできます。Swisslog はこれまでほとんどの機能を実装し

ています。しかし、現在のところ、クラブログは DXCC 配分のための最良のリソースであ

り、QSO が DXCC に有効であるかどうかを知るためのリソースです。クラブログにアップ

ロードされたすべてのログは: 

 DXCC 配分の可能性/可能性の高いエラー 
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 QSO が無効です：DXCC デスク、海賊、有効でない操作などで受け付けられない

可能性があります。 

ログが処理された後、どの QSO が有効でないのか、またその理由を通知する完全な詳細レ

ポートを電子メールで受け取ります。クラブログはまた、多くの場合あなたに自動的に

OQRS を要求します。私は本当にクラブログはシリアスな DXers の "必須"だと思う。クラ

ブログの利用者をより簡単にするために、私はスイスログにフルクラブログのサポートを統

合しました。言うまでもなく、この優れたツールを使用するにはインターネット接続が必要

です！ 

メインメニューから Tools | Club Log から Club Log を選択します。次のオプションを使用で

きます。 

32-3-1 DXCC from Club Log の設定 

それは非常に便利な機能です！ Swisslog はあなたのログブックのすべての QSO について

Club Log に問い合わせを行い、DXCC の割り当てを比較します。不一致の場合、クラブロ

グ DXCC 割り当ては QSO に設定されます。進行中のバーが表示され、現在の処理されたコ

ールサイン（コールサインでソートされます）、記録番号、およびログブックに記録されて

いる修正の総数が表示されます。 Swisslog によって設定された DXCC と Club Log によっ

て設定された新しい DXCC を示すすべての修正された QSO がリストされます。プロセスの

最後に、修正された QSO のリストをテキストファイルに保存することができます。ユーザ

が操作を取り消す必要がある場合は、「閉じる/キャンセル」ボタンもあります。 

この機能を初めて使用するときは、Never processed QSO オプションは無効になっていま

す。ログブックのすべての QSO が処理されます。処理されたすべての QSO は、

LOGBOOK テーブルの L_CLUBLOGPROC という新しいフィールドでチェックされます。

操作中に何か問題が生じた場合（つまり、インターネット接続の障害）、プロセスは停止さ

れます。次回このオプションを実行すると、Never processed QSO オプションが有効にな

ります。このようにして、ユーザは最後に処理された QSO からプロセスを開始して、すべ

ての QSO を再度処理しないようにすることができます。このオプションは、新たに追加さ

れた QSO をログブックに処理する場合にも便利です。 

重要：すべての QSO を処理する場合、ログブック内の QSO 数とインターネット接続によ

って、この機能が完了するまで数時間かかることがあります。以前にログブック内のすべて

の QSO を処理していたとしても、Club Log が無効なコールサインや DXCC 割り当てに関

する新しい情報を継続的に更新しているため、「All QSOs」オプションを実行すると便利で

す。この機能を頻繁に使用すると、ログブックを完璧な形に保ちます！ 
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32-3-2 Log のアップロード 

 

ログブックをクラブログにアップロードするには、この機能を使用します。ドロップダウ

ン・リスト（すべての My QTH で追加されたすべてのコールサインを含む）からアップロー

ドするコールサインを選択します。 

注：クラブログをまだ設定していない場合は Options | Online Logbooks から。Swisslog

は、初めてこの機能を実行するときにログインの詳細を入力するように指示します。 
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一定の範囲内で QSO をアップロードすることができます。非常に大規模なログブックでア

ップロードを分割したり、別のプログラムから QSO をインポートしたときに、フルログブ

ックの代わりにこれらの QSO のみをクラブログにアップロードしたい場合に便利です。使

用された日付の範囲が保存されるので、次にこの機能を開くときには、最後に使用された日

付の範囲が分かります。このオプションがチェックされていない場合（デフォルトではチェ

ックされていない場合）、ログブック全体がアップロードされます。 

デフォルトでは、Clear existing Club Log log（既存のクラブログログをクリアする）（日付

の範囲を設定しない場合に推奨）オプションがオンになっています。この方法で、以前の

QSO はすべて、あなたのログをアップロードする前に Club Log で削除されます。これは、

クラブログの QSO 情報がログブックと一致することを確認するのに非常に便利です。おそ

らくあなたがいくつかの QSO でいくつかの情報を変更したことがあります。このチェック

ボックスをオンにしないと、クラブログとの完璧な同期は得られません。このオプション

は、「日付の範囲を選択する」オプションをクリックすると自動的に選択解除され、選択し

た QSO をクラブログにマージできます。 

 

準備が整ったら、Upload ボタンを押します。スイスログは、選択されたコールサインのす

べての QSO（または日付の範囲内の選択されたもの）を ADIF ファイルにエクスポート

し、クラブログにアップロードします。 ADIF ファイルは、コールサインと現在の日付を

CALLSIGN_YYYYMMDD.ADI の形式でファイル名として Clublog フォルダ（Swisslog がイ

ンストールされている場所）に保存されます。すべてが OK であれば、アップロードが受け

入れられ、キューに入れられたというメッセージが表示されます。そうしないと、何が間違

っているかを知らせるエラーメッセージが表示されます。 

32-4 2 台のディスプレーの使用 

通常、サブウィンドは SWISSLOG のメインウィンドから移動できません。 ただし

Swisslog では、次のウィンドをスタンドアロンとして設定することができます： 

 Add QSO 

 Band Maps 

 Dx messages 

 K1EL WinKeyer 
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 Logbook views 

 Register QSL cards 

 World Map 

このオプションを有効にすると、ウィンドをどこにでも移動することができます。これは、

特に 2 台のディスプレーを搭載した PC に便利です！デフォルトでは、スタンドアロンのウ

ィンドは他のウィンドの他のウィンドの上に残ります 常にポップアップメニューまたはフ

ァンクションメインメニューの「Always Always On Top」オプションを選択します。 警

告：このオプションがチェックされていないと、ウィンドはメイン SWISSLOG ウィンドの

後ろに隠れるか、または表示されたスペースの外側に配置されます。 可視領域外に配置し

た場合（画面の解像度を変更した場合など）は、SWISSLOG.INI ファイルを編集するだけで

元に戻すことができます。 

32-5 ディスプトップに Save/Restore 

デスクトップレイアウトを保存して後で復元することができます。 これにより、異なる目

的のために異なるレイアウトを作成することができます。 VHF、UHF 用、コンテスト用、

DX ハンティング用などのレイアウトを作成できます。 

現在のディスクトップを保存する： 

ディスクトップを保存するにはメインメニューから Options ¦ Save Desktop を選択します。 

 

保存された各ディスクトップは説明で区別します。 

 save a new desktop で New を押し、新しい説明を入力して[OK]を押します。 
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 変更したディスクトップを保存は save a modified desktop でディスクトップの説明

を選択して OK を押します。 

 ディスクトップの説明を変更するには modify the description で、そのディスクトッ

プを選択し、説明を変更してから別のディスクトップを選択するか、[OK]を押しま

す 

 ディスクトップを削除するには、delete a desktop でディスクトップを選択して

Delete キーを押します。 

保存したディスクトップを復元する： 

メインメニューから Options ¦ Restore Desktop を選択します。 

 

選択して OK を押せば選択したディスクトップに切替わります。 

32-6 グレイラインと伝播のための時間/日付シミュレーション 

Simulation 機能を使用すると、時間をより早く実行し、灰色の線と伝播がどのように変化す

るかを見ることができます。 

を選択するには map- and the propagation ウィンドから Date Time Simulation を選択しま

す。 
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シミュレーションウィンドウが下記のように開きます 

 

 Start Date は、シミュレーションが開始される日付を定義します。 

 Start Time は、シミュレーションが開始される時間を定義します 

 Interval は、時間の 2 つの更新の間の時間間隔です 

 Step は各インターバルで追加される時間です。 

 Modes： 

 Manual：「戻る」ボタンと「進む」ボタンを使用すると、時間を遡ることがで

きます 

 Automatic：自動シミュレーションを開始します 

 Real Time：時間をリアルタイムに戻す 

32-7 ラウンドテーブル QSO のサポート 

SWISSLOG では、ラウンドテーブル QSO を管理することができます。 さらに使用するた

めにラウンドテーブルのメンバーを保存することもできます。 

ラウンドテーブルモードを有効にするには、QSO-Entry ウィンドの ボタンを押すか、メ

インメニューから F4 キーを押すか、View | QSO-Round を選択します。 QSO-Round ウィ

ンドが開き、QSO-Round ツールバーが QSO-Entry Window に追加されます。 
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ラウンドテーブル QSO のウィンドは 2 つの部分に分かれています。左側には、現在ラウン

ドテーブルで活動している局があります。右の部分には、このラウンドテーブルメンバー局

があります。 

ラウンドに参加する 

局を追加（参加）するには、次の 2 つの方法があります： 

 QSO Entry（QSO エントリ）ウィンドから：通常通り新しい QSO を入力し、

ボタンを押して局をアクティブラウンドに追加します。 

 QSO Round List から：Member List の Station を選択し、左矢印ボタンを押します 

次/前の局をアクティブにする 

 ボタンを押して、次のまたは前の局を

順にアクティブにします 

シーケンス外の局を有効にする 

 QSO-Round でアクティブな局のリストで Station を選択し、 を押します。 

ラウンドを離れる 
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 QSO-Round でアクティブな局のリストで Station を選択し、 を押します。 

ラウンドテーブルリストの管理 

ラウンドテーブル QSO のメンバーである局を含む任意の数のリストを管理できます。 

リストを選択 

 ドロップダウン・リストから実行するラウンドテーブルのメンバーである局を含む

リストを選択します 

 

リストの作成 

 ボタンを押します。 

 ラウンドの名前を入力します。 

 

 ドロップダウン・リストから新しいラウンドを選択する 

 

リストに局を追加する 

メンバーを追加する方法は 2 つあります： 

 右矢印ボタンを押して、ラウンドテーブルでアクティブな局をアクティブリストに

移動します 
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 New ボタンを押し、リストからコールサインを選択します 

 

局を削除する 

 「局」を選択し、Delete ボタンを押します。 

ラウンドテーブルリストを保存する 

 リストを選択し、Save ボタンを押します 

ラウンドテーブルリストを削除する 

 リストを選択し、 ボタンを押します 

32-8 スケジュール機能 

この機能を使用すると、スケジュールを保存できます。 SWISSLOG を起動すると、その日

に予定されているスケジュールが通知されます。 スケジュールの時刻に警告します。 

スケジュールを設定するには 

メインメニューから View ¦ Schedules を選択します。 
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これはスケジュールを設定するためのウィンドです。 

スケジュールは正確な日時に設定することも、スケジュールを日付範囲にまたがるように設

定することもできます。 スケジュールが日付範囲に及ぶ場合、アラートメッセージは、日

付範囲内の SWISSLOG の開始ごとに表示されます。 

新しいスケジュールを設定するには： 

 NEW ボタンを押します。 

 Dates と Times を入力します。 

 オプションで次のように入力します。 

 コールサイン 

 Status（状態） 

 Discription（説明） 

 Note（注意） 

 完了したら Save ボタンを押します 

 

SWISSLOG は、スケジュールがその日に予定されているとき、およびスケジュールが実行

される正確な時刻になると、起動時に次のスケジュールアラートウィンドウを表示します。 
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32-9 SQL スクリプト 

Swisslog は、複雑なクエリを実行してフィールドを変更したり、あるフィールドから別のフ

ィールドにデータを移動したりする SQL スクリプトを実行する非常に強力な機能を備えて

います。このようにして、ログブック・ビューでの操作を簡単にしています。ただし、SQL

スクリプトは数秒で実行され、Swisslog が提供する機能では実行できない複雑な操作を実行

できます。 

非常に便利なスクリプトをいくつか作成しました。私は SQL の専門家ではありませんが、

Access の知識と、SQL コードを作成して成功を収めて作成できるクエリで作成された SQL

コードを見るための特別なビューを利用しています。 

スクリプトを実行するには、次の手順を実行します。 

1. SWISSLOG を起動します。 

2. Tools | For experts only | Run SQL Script を開きます。 

3. SCRIPTS フォルダ（Swisslog がインストールされているサブフォルダにあります）にあ

るスクリプトファイルを選択します。すべての確認メッセージに[OK]を押します。 

非常に重要：これらのスクリプトのいくつかが処理する可能性のある検査やデータ変更のた

め、この操作には時間がかかることがあります。これは、コンピュータの速度とデーターベ

ースの QSO 数によって異なります。 NO PROGRESSION BAR が表示されます！ 

Swisslog で他の作業を行う前に、 "SQL script_filename.sql successfully executed"というメ

ッセージが表示されるまで待つ必要があります。 

SQL スクリプト： 
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 DXCC - WAE 修正 

 直接 QSO の設定 

 RDA を修正 

 QSL マネージャ 

 LOTW ユーザ 

 Clean Special field 

 WADA を設定する 

 IIA を変換する 

DXCC - WAE Corrections.sql 

注：このスクリプトは、バージョン 5.9a の最初の Swisslog 起動時に、目に見えないモード

で自動的に実行されます。バージョン 5.9a 以降を使用している場合は、再度実行する必要

はありません。これは、このスクリプトが何を実行しているかをユーザが分かるように説明

されています。 

今まで、あるエンティティのプレフィックス割り当てテーブルが変更されるたびに、QSO

を新しい状況に適応させるために、非常に複雑な手動操作を実行する必要がありました。強

力な SQL スクリプト機能のおかげで、この操作は数秒で自動的に行えるようになりまし

た！ 

Hardy、DL5SBA（SK）（モンテネグロ、クック諸島、ボスニア・ヘルツェゴビナ、フア

ン・デ・ノヴァ、ヨーロッパ、グロリアス、トロメリン、サウス・スーダンなど）が以前に

説明したプレフィックス割り当てを自動的に、ほんの数秒で実行しました。 今まで説明し

た手動の手順を使用することは避けられ、ユーザがエラーを引き起こす可能性があります。

あなたが以前にマニュアル操作を実行したとしても、このスクリプトを問題なく実行できる

ようになりました。すべての操作がうまくいけば、何も変更されません。さもなければ、ス

クリプトはそれを修正します！ 

このスクリプトは次の変更を行います。 

 ST0R 局を持つすべての QSO（現在まで、そのエンティティに対して唯一の有効な操作

である）に南スーダン（DXCC = Z8）の新しいエンティティ識別子を設定します。 
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 2006 年 6 月 28 日から 2007 年 12 月 31 日までの間に働いたすべての QSO において、

以下のプリフィックスを持つ局（YT6、YU6、YZ6、4N6、Y4O6）のモンテネグロ

（DXCC = 4O）のエンティティ識別子を設定します。 

 QSO の古いエンティティ識別子をクック諸島（ZK1N および ZK1S）にそれぞれ E51N

および E51S に置き換えます。 

 ボスニア・ヘルツェゴビナと QSO の古いエンティティ識別子を T9 から E7 に置き換え

ます。 

 QSO の古いエンティティ識別子を Glorious、Juan de Nova、Europe、Tromelin、

FRG、FRJ、FRT から FTG、FTJ、FTT に置き換えます。削除されたエンティティ 

"Bassas da India"のエンティティ識別子（FRB から FTB へのそのエンティティを以前

に作業した場合）も置き換えられます。 

 QSO の古いエンティティ識別子を Niue と置き換えて ZK2 から E6 に置き換えます。 

 QSO のエンティティ識別子を Kosova で YU8 / Z6 から YU に置き換えます。コソバは

カントリー・テーブルの新しいエンティティとして定義されましたが、DXCC デスクは

それを新しいエンティティとみなしませんでした。したがって、DXCC は YU とみなさ

れます。 

 QSO のエンティティ識別子を、PJC、PJB、PJS、PJM から PJ2C、PJ4B、PJ5ES、

PJ7SM の Curaçao、Bonaire、St Eustatius＆Saba、St Maarten にそれぞれ置き換えま

す。この変更は、Hardy DL5SBA（SK）によって維持されている古い国のテーブルか

ら、Erik、EI4KF によって維持管理されている新しい国のテーブルに DXCC の略語を適

合させるために必要です。 

 スイス、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、および HBU、YU8、T9 および 4U1I

から HB9、YU、E7 および 4UIT への国連 ITU の QSOs の旧 WAE 識別子を置き換えま

す。特定の統計情報が DXCC テーブルで使用されている略語と一致するようにする必

要があります。 

 Z6 コールサインを持つすべての QSO に WAE 識別子 Z6 を設定します。これは、

Kosova が WAE の別の国として数えられるため、実行する必要があります。 
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 国連のウィーンから運営されている局の一覧（国の表に定義されている）で行われた

QSO が見つかった場合、WAE の識別子 4U1V を設定します。また、古い識別子 4UVIC

を 4U1V に置き換えます。 

 シェトランド諸島にある局リスト（country テーブルで定義されている）がリストされ

ている QSO が見つかった場合は、WAE ID GM / S を設定します。また、GM / Sh の古

い識別子を GM / S に置き換えます。 

 Bear Island に位置する局の一覧（国の表で定義されている）で作成された QSO が見つ

かった場合は、WAE 識別子 JW / B を設定します。 

 4U1ET で QSO が見つかった場合、DXCC 識別子を 4W に設定します。 

Set direct in QSO without bureau.sql 

このスクリプトは、ビューローサービスを持たない QSO パートナーに QSL を送信すること

を避けるために非常に便利です。局サービスを持たないエンティティ（QSL マネージャの

フィールドが空で、QSL が送受信されず、QSL アクションが LOTW、LOTW + eQSL、

eQSL と異なる）を持つすべての QSO を選択し、QSL アクションフィールドに"Direct"を設

定します。 QSO に QSL マネージャが含まれている場合、QSL が局を経由してマネージャ

に送信される可能性があるため、スクリプト選択から外れています。 

別の単語で "Direct"を変更する場合は、テキストエディタ（メモ帳など）でこのファイルを

編集し、コードの最初の行で "Direct"を変更します（下のコードでは太字で示していま

す）。 

UPDATE（PQTH INNER JOIN LOGBOOK on PQTH.P_CALLID = LOGBOOK.L_CALLID）

INNER JOIN DXCC_Tab ON PQTH.P_DXCC = DXCC_Tab.DXCC_ABBR SET 

LOGBOOK.L_QSL_ACTION = "直接" WHERE（（（LOGBOOK.L_QSL_ACTION）<> 

"LOTW"および（LOGBOOK .L_QSL_ACTION）<> "LOTW + EQSL" と

（LOGBOOK.L_QSL_ACTION）<> "EQSL"）AND（（LOGBOOK.L_QSL_RECEIVED）= 

0）AND（（LOGBOOK.L_QSL_SEND）= 0）AND（（LOGBOOK.L_QSL_MGR）されてい

ます Null）AND（（DXCC_Tab.BUREAU）= "N"））; 

注：バージョン 5.94 以降、SwissLog は新しい QSO を保存するときにこれを自動的に実行

します。メンバーシップパネルがアクティブになっており、「QSL アクションをメンバー

シップから適用」にチェックされている場合、DIRECT は LOTW / eQSL ユーザでない場合

にのみ設定されます。 
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Fix RDA.sql (ロシアの地区アワード) 

このアワードは、1991 年 6 月 12 日以降、QSO に有効です。スイスログは、1991 年 6 月

13 日以降、QSO をカウントするように定義されているため、このエラーは修正されまし

た。 1991 年 6 月 12 日にヨーロッパロシア（UAEU）、アジアロシア（UAAS）、カリーニ

ングラード（UA2）、Malyj Vysotskij（R1MV）、Franz Josef Land（R1FJ）で QSO をチェ

ックし、正しい地区を割り当ててください。 

新しいリストは 2016 年 2 月 1 日以降有効です。地区名の変更、新地区、地区間の削除地区

と組合（削除された地区は今や新しい基準を持っています）があります。公式の注意をここ

に見てください。 

これらすべての QSO を手動で編集する手間を避けるため、これらの変更を自動的に実行す

る SQL スクリプトを作成しました。このアワードを受賞した場合は、このスクリプトを一

度実行する必要があります。 

注：スクリプトが処理できる検査および/またはデータ変更の量のために、この操作には時

間がかかることがあります。これは、コンピュータの速度とデーターベースの QSO 数によ

って異なります。 NO PROGRESSION BAR が表示されます！スクリプトが正常に実行さ

れたことを示すメッセージが表示されるまで待つ必要があります。 

QSL managers.sql 

注：このスクリプトは、バージョン 5.9a の最初の Swisslog 起動時に、目に見えないモード

で自動的に実行されます。バージョン 5.9a 以降を使用している場合は、再度実行する必要

はありません。 

このスクリプトは、QSO と、以下の QSL マネージャ（EA1EAU、EA5GL、EA5KB、

EA7FTR、EB7DX、IZ8CCW、IZ8CLM、M0OXO、N2OO、UA4WHX、RW6HS および

W3HNK）によって処理されるほぼ 3000 局の更新リストと自動的に比較します。 QSL カー

ド（R-QSL フィールドが 0）を受け取っておらず、QSL マネージャのフィールドが空の場

合にのみ、スクリプトは QSL マネージャをすべての QSO に設定します。それには時間がか

かります。 

LOTW users.sql 

LOTW ユーザに QSL カードを送るのを避けるために、このスクリプトは、QSL が受信され

ていないすべての QSO の QSL-Action フィールドに LOTW という単語を設定します。この

スクリプトを実行する前に、LOTW ユーザーリストを更新してください。 Tools | Update 
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awards information (internet) | Update LOTW から手動で更新することができます。Print 

QSL ウィザードでは、これらの QSO を選択して QSL カードを印刷することを避けること

ができます。 

注：メンバーシップパネルがアクティブになっていて、"Apply QSL Actions from 

Membership"チェックボックスがオンの場合、callsign が LoTW ユーザの場合、新しい QSO

を追加すると自動的に行われます。 

Clean special field.sql 

WFF（World Flora＆Fauna）アワード使用する場合は、この SQL スクリプトを実行して、

WFF 参照を入力する前に Special フィールドの内容を消去する必要があります。これは、

SP フィールドに現在廃止されたデータが含まれている可能性があるため、特に DOS 版の

ユーザが実行する必要があります。 

WADA.sql の設定 

新しい内部情報テーブル INF_WAPWACA と一致するすべてのコールサインに WADA リフ

ァレンスを設定します。このアワードを授与される場合は、このスクリプトを随時実行する

必要があります。いくつかの WADA の参考文献から同じ呼び出しが有効であった可能性が

あることに留意してください。このような場合、スクリプトは最初の一致を設定します。ユ

ーザは、QSL での参照を手動で確認する必要があります。 

IIA.sql を変換する 

注：このスクリプトは、バージョン 5.94 の最初の Swisslog 起動時に、目に見えないモード

で自動的に実行されます。バージョン 5.94 以降を使用している場合は、再度実行する必要

はありません。 

 

IIA（イタリア島アワード）は 2013 年 1 月 1 日からすべての参考文献を変更しました。この

スクリプトはすべての古い参照を新しい形式に変換します。 


