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ご退任のあいさつ状 

JA1AN 原昌三氏から退任の挨拶状が届

きました。 

 謹啓 錦秋の候 ますますご清栄のこととお慶び申

し上げます。 

 平素より JARL への格別のご高配を賜り、厚く御礼を

申し上げます。 

 さて、このたび私は、JARL の一般社団法人としての

新法人への移行登記完了とともに、代表理事を退任

いたしました。 

 昭和 27 年 7 月に戦後のアマチュア無線が再開し、

JARL は昭和 34 年 6 月に社団法人の創立総会を開

催し、そののち昭和 45年より 40年以上にわたって会

長としての任を勤めることができましたのも、ひとえに

皆様のご厚情の賜と心より感謝いたしております。 

 今後私は、理事として引き続いて JARL 発展のため

努力を傾注してまいりますが、後任の稲毛章 理事

が会長として JARL を率いてまいりますので、私同様

一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 まずは略儀ながら、書中をもって御礼かたがたご挨

拶を申し上げます。 

敬具 

平成２３年１１月 

一般社団法人日本アマチュア無線連盟 

理事 JA1AN 原  昌 三 

 

被災地の通信網復旧状況 

東北総合通信局 被災地の通信網復旧

など現状を説明 

 東北総合通信局は、被災地の情報通信利用環境

の復旧・復興に向けた進捗状況、地デジ移行が延長

された東北 3 県の地デジ化の現状などを説明した。 

 被災自治体の情報通信インフラの復旧に向けた支

援では、情報通信基盤災害復旧事業費補助金を活

用して情報通信基盤の復旧を進める地方公共団体

を支援しており、現在、岩手県一関市、宮城県石巻

市、福島県相馬市の 3 団体が補助金を活用してブロ

ードバンド施設、地域公共ネットワークの普及を進め

ている － としている。 

 総務省は、被災地で迅速かつ安定的に情報のやり

とりが可能となるよう小型固定無線システム、可搬型

衛星通信システムを活用した情報通信環境の構築を

進めている。 

 それに合わせて、東北総合通信局では被災地法

公共団体を訪問、ニーズ調査や置局場所の検討、

現地調査を実施し、役場庁舎などの公共施設間を接

続するための小型固定無線システムを 15 市町村に

設置。また、仮設住宅のインターネット環境の確保へ

可搬型衛星通信システムは、13市町村 180カ所に設

置としている。 

 

総務省、周波数の競売制度導入へ 

 １３年をめどに入札を行いたい考えだ。 

 総務省は１４日、2015 年に実用化が見込まれてい

る第４世代携帯電話向けの電波について、最高金額

を示した事業者に周波数を割り当てるオークション

（競売）制度を導入する方針を決めた。 

  総務省は従来、審査で割り当てを決めているが、

スマートフォン（高機能携帯電話）の普及で通信量が

増えたことを受け、透明性の高い制度とする。同様の

制度は欧米先進国の多くで採用されている。総務省

は、落札額を国の新たな財源とする意向で、同時に

事業者から徴収している電波利用料の見直しも検討

する。 

 

歩道の通行規制 

察庁の通達を受け、各都道府県警は近く、

歩道の通行規制などを見直す。  

 新ルールをめぐっては、自転車はもちろん、歩行者

やドライバーも注意すべき事柄が増える。 

◆自転車 
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  これまで走行が認められていたのは、道幅２メート

ル以上で「自転車通行可」の表示がある歩道。今後

はこれを「道幅３メートル以上」に改めたうえで、それ

以外は車道走行を原則（１３歳未満と７０歳以上など

を除く）とする。  

 警視庁は現在、「通行可」とする都内の歩道を選定

中だが、車道を大型車が行き交うなど、事故の危険

性が高い道路では、歩道走行も例外的に認める方針。

違反した場合は、車道に出るよう指導するにとどめ、

「悪質な違反以外は、いきなり交通切符を切るような

ことはしない」（警視庁幹部）という。 

◆歩行者 

  今後、歩道を走る自転車は減るとみられるが、完

全になくなるわけではない。今年９月には、熊本県八

代市の国道の歩道を歩いていた女性（８４）が後方か

ら来た自転車と衝突し、転倒して死亡する事故が起

きた。大きなけがにつながるケースもあるため、ある警

視庁幹部は、「後方から接近する自転車の音にも注

意を払ってほしい」と呼びかける。また、歩行者と自転

車の通行区分がある歩道では、歩行者区分を歩くよ

う求めている。 

◆ドライバー 

  車のドライバーは自転車に、これまで以上の注意

を払うことが求められる。路上駐車の車を避けようとし

た自転車が突然、はみ出してくることなども想定され、

警視庁の交通担当者は「自転車との車間距離にも気

をつける必要が出てくる」と言う。 

 

 

警視庁が新設する自転車通行場所を示すカラー舗装のイ
ラスト＝警視庁提供 

 

今年のヒット商品ベスト３０ 

震災や不況を経て、「直感消費」が鮮明に 

「こもりゴハン」「近場観賞」「韓流再燃」

も目立った 

日経トレンディの「ヒット商品ベスト 30」は、「売れ行

き」「新規性」「影響力」の３要素からヒットの度合いを

評価し、日経トレンディが独自にランク付けを行う企

画です。 

 このような評価項目のもと、日経トレンディは、今年

2011 年の「ヒット商品ベスト 30」第１位に、「スマートフ

ォン」を選出しました。選出理由は以下の通りです。 

 今まで何度も叫ばれてきたスマートフォンブーム。

それが前触れに過ぎなかったと思えるほど 2011 年の

スマートフォンは売れました。国内出荷台数は前年

度の２倍以上、およそ 2000 万台になり、携帯電話市

場全体に占める比率は、ついに５割が見込まれてい

ます。 

 今年最大の変化は「全部入り」が現れたこと。おサイ

フ、ワンセグ、赤外線通信という日本のケータイの“三

種の神器”がすべて盛り込まれ、乗り換えを躊躇して

いたユーザーに圧倒的に支持されました。そのほか、

関連市場も一気に拡大。有料アプリの市場は、なん

と前年度の約 10 倍になる見通しです。また「ショットノ

ート」（キングジム）など、スマートフォンがヒット商品を

生むインフラとなり始めた功績も含め、１位に選出い

たしました。 

 また、来年 2012 年のキーワードを「脱巣ごもり」「定

番×新技術」と予測しました。 

 2011 年に「超巣ごもり」を強いられた反動で旅行や

レジャー需要が盛り返してきます。 

 また、「定番回帰」現象が目立った今年よりもさらに

進化して、王道の商品に最新技術やアイデアを施し

た「王道プラスアルファ」的な商品が増えるでしょう。 

 それを踏まえ、来年のヒット予測ランキング１位を「ス

カイツリー下町観光」としました。 

 脱巣ごもり系商品・サービスの中でも目玉中の目玉

が 5 月 22 日にいよいよ開業する東京スカイツリーで

す。東京観光のシンボルとして国内だけでなく、海外

からも多くの人を集めるでしょう。スカイツリーを中心

に東京の下町観光がニッポンの観光復興の役割を

担います。また、２位の「ゲーム機連動ＡＲトレカ」は、

大人気のトレーディングカードが、ＡＲ（拡張現実）と

いう「最新技術」と携帯ゲーム機という「強力なツール」

と連係します。従来のユーザー層だけでなく、新規客

をも呼び込むことになるでしょう。 

■2011 年ヒット商品 

1 スマートフォン 

前年比 1000 万台以上の台数増。「全部入りスマホ」

など多数のヒット端末が登場し乗り換えの流れが決定

的に。関連商品の市場も膨張 

2 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

「実名で絆を深める SNS」の利用者数が 1000 万人を

突破。仕事やプライベートの人間関係を変革した。映

画、関連本も軒並みヒット 

3 “節電”扇風機 
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節電特需で前年比約 1.5 倍、1000 万台以上の市

場に。高級機が百貨店で売れ、エコに目覚めた消費

者が暮らしを見直す契機にもなった 

4 ＧＯＰＡＮ 

米粒からパンを焼ける斬新さに加え、米消費の拡大

にも貢献できるため、発売 3 週間で 6 万 2000 台を

受注、年間で 20 万台の販売見込み 

5 日清カップヌードルごはん 

普及が進まなかったレンジ即席食品が、ビッグブラン

ドの力を借り、劇的に拡大。カップ麺のヒットの目安、

年間 30 億円も超える勢い 

6 ミラ イース ＆デミオ 13-スカイアクティブ 

ガソリン車の常識を覆す、燃費 30 ㎞/ℓ を実現した 2 

台の「第 3 のエコカー」。軽自動車のミラ イースは 1 

カ月で約 4 万台の受注も視野に 

7 マッコリ 

「家飲み」需要が拡大し市場規模は前年の約 2 倍に。

「ソウルマッコリ」はチャン・グンソク効果で大当たり、

販売計画を 3 倍に上方修正 

8 だれとでも定額 

他社通話も定額の新プランで PHS 契約数が 9 月ま

でに 50 万件以上も激増。震災後はつながりやすさも

再認識され家族での加入も増えた 

9 ロキソニンＳ 

処方箋が必要だった解熱鎮痛剤が薬局でも買えるよ

うになり、2 カ月で約 6 億 5000 万円のヒットに。瞬く

間に頭痛薬の定番になった 

10 仮面ライダーオーズ 変身ベルト ＤＸオーズ

ドライバー 

ベルトと連動する IC チップ入りメダルを、カプセル玩

具や菓子のおまけとしても販売。裾野を広げ、シリー

ズ歴代最高の 75 万個を売る 

■ 2012 年ヒット予測ランキング 

1 スカイツリー下町観光 

5 月 22 日、ついに開業。人の流れが激変し、観光

の中心は東京の東部エリアへと移動。国内外から観

光客を集め、ニッポン観光復活のシンボルに 

2 ゲーム機連動ＡＲトレカ 

ゲーム機はリアルと連動する時代へ。AR（拡張現実）

機能を駆使したこれまでにないゲームの登場で、新

規客を呼び込んで市場が活性化する 

3 キッズダンスギア 

中学 1、2 年生でダンスが必修科目化。ダンスキッズ

は年 100 万人ずつ増え、巨大市場が誕生する。さま

ざまな業界が“ダンス特需”に沸く 

4 スマホオーダーメード 

超簡単スマホ、スマホ個人教室、オーダーメード販売

……。 

“至れり尽くせり”を武器に、ビギナー向けスマホマー

ケットが急成長を遂げる 

5 10 万円全録レコーダー 

地デジ 6～8 チャンネルを 8～15 日間分も丸ごと録

画できるレコーダーが続々発売。価格が 10 万円前

後に下がり、マニア層以外も手を伸ばす 

6 アクア＆ＰＨＶ（プラグインハイブリッド車） 

「リッター40 ㎞」に初めて到達する、ウルトラ低燃費

ハイブリッド車に注文が殺到。プラグインハイブリッド

車も市販され、話題を集める 

7 国内線ＬＣＣ 

国際線に続いて、国内線でも格安航空会社が運航

を始める。飛行機はより身近な交通手段になり、誰で

も気軽に利用する時代が幕を開ける 

8 時短調理ツール付き調味料 

調味料と調理器具がセットになったオールインパッケ

ージ商品が増加。本格料理が簡単かつ短時間で作

れ、内食需要を追い風に存在感を増す 

9 “ノンアル”酒場 

苦戦続きの居酒屋業界。現状打破の武器に「ノンア

ルコールプラン」を続々導入。「飲まない」「飲めない」

客を取り込み、市場は急拡大する 

10 “４Ｇ”ルーター 

通信速度が 3Ｇの 3 倍となる“4Ｇ”ルーターに脚光。

下り最大 40M～110Mbps と圧倒的な速度が受け、

ADSL 回線からの置き換えが一気に進む 

 

高速道路料金の値上げ 

首都高、来年 1月 1 日 0:00 より新料金制

度へ移行 

首都高速道路 20+ 件は 11月 2日、首都高の基本料

金について、2012 年 1 月 1 日午前 0 時より、料金圏

のある均一料金から、料金圏のない距離別料金へ移

行すると発表した。 

首都高では、「ネットワークの拡大に伴い利用距離の

バラツキ、短距離利用と長距離利用の客における負

担の不公平感が拡大してきたこと」、「ETC の整備によ

り、出口料金所がなくても料金計算が可能になったこ

と」、「ETC の利用者が増えたこと」から、距離別料金

に移行するとしている。 

今回の料金制の移行により、普通車の東京線(700

円)、神奈川線(600 円)、埼玉線(400 円)が廃止され

る。 

ETC 普通車は、6 キロ以下は 500 円で、以降や 6 キロ

ごとに 100 円ずつ加算され、900 円(24 キロ超)が上

限となる。 

現金車は原則 900 円となるが、郊外方向の端末入口

料金所は距離に応じて 500 円～700 円となる。 
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阪神高速の料金１月から距離別 普通車

５００～９００円 

 阪神高速道路会社は、２０１２年１月１日から、走行

距離に応じて普通車でＥＴＣ（自動料金収受システム）

利用の場合、５００～９００円とする新料金制度を、京

都線を除く路線で導入すると正式に発表した。同日、

国土交通相から事業変更許可を受けた。  

 新制度により、三つの料金圏ごとに５００円か７００円

の均一料金とした現在の方式は約半世紀ぶりに廃止

され、原則として初めの６キロまでは５００円、以降は６

キロごとに１００円加算（総額は最大９００円）される料

金体系となる。三つの料金圏をまたぐ場合、料金は１

７００円から９００円と安くなるケースがある一方、同一

料金圏内では５００円から９００円に値上がりする場合

もある。土曜・休日割引と平日時間帯割引は廃止とな

り、名神や近畿道などとの乗り継ぎ割引（１００円）など

が導入される。 

 
 

 

「京」が 2 期連続世界 1 位を達成 

スーパーコンピュータ(スパコン)処理能

力ランキング「TOP500」の 2011年 11月版

の結果が発表された。 

毎年6月と11月の年2回発表される同ランキングは、

マンハイム大学の Hans Meuer 氏、米国エネルギー省

国立エネルギー研究科学コンピューティング・センタ

ーの Erich Strohmaier 氏/Horst Simon 氏、テネシ

ー大学の Jack Dongarra 氏らが監修したもの。 

今回のトップは前回(2011 年 6 月)と同様、理化学研

究所(理研)と富士通が開発を進めてきた「京」スパコ

ン。LINPACK の結果は前回の 8.162PFlops から既報

のとおり、SPARC64 VIIIfx 88,128CPU(705,024 コア)

のフルシステムでの測定の結果、2PFlops 以上引き

上げられ、10.510PFlops を達成し、「京」は世界で初

めて 10PFlops を実現したことが公に認められた。理

論ピーク性能は 11.28PFlops で、ピーク比率は

93.2%、消費電力は 12.659MW となっている。 

2 位には 2010 年 11 月の TOP500 トップであった中国

National Supercomputing Center in 

Tianjin(NSCC)の Intel Xeon X5670(2.93GHz)と

NVIDIA の GPU を組み合わせた「Tianhe-1A」が実行

性能 2.566PFlop/s でランクインした。理論ピーク性

能は 4.70PFlops で、消費電力は 4.040MW。 

3 位には米オークリッジ国立研究所(ORNL:Oak Ridge 

National Laboratory)に設置された米 Cray の

Jagaurが実行性能1.759でランクイン(理論ピーク性

能は 2.331PFlops、消費電力は 6.950MW)。以降、4

位には中国 National Supercomputing Centre in 

Shenzhen (NSCS)の Nebulae が同 1.271PFlops で、

5 位 に は 東 京 工 業 大 学 の TSUBAME 2.0 が 同

1.192PFLops でそれぞれランクインしており、上位 10

位までが 1PFlops 超えのスパコンとなっている。 

Top500 にランクインしたスパコンシステムの内、GPU コ

ンピューティングを活用したシステムは 39 システムで、

前回の発表時より 17 システム増加。内訳は 35 システ

ムが NVIDIA、2 システムが Cell、2 システムが

ATI(Radeon)となっている。 

また、62%のシステムが 6 コア以上の CPU を活用して

おり、CPU 別では全体の 76.8%(384 システム)が

Intel のプロセッサを(前回は 386 システムで 77.2%)、

12.6%(63 システム)が AMD Opteron を、9.8%(49 シス

テム)が IBM Power をそれぞれ採用している。 

このほか、電力消費量は 29 システムが 1MW 超えで、

1W あたりの性能を見た場合、282MFlops/W が平均値

であり、「京」は 1W あたり 830MFlops となっている。も

っとも電力効率が良かったのは BlueGene/Qで、1Wあ

たり 2029MFlops であった。また、上位 10位の平均消

費電力は 4.56MW で 1W あたりの性能は 464MFlops/W

となっている。 

なお、第 1 位の認定証は 11 月 12 日(米国時間)より

米国ワシントン州シアトルで開催されているハイパフ

ォーマンス・コンピューティングに関する国際会議

「 SC11(International Conference for High 

Performance Computing, Networking, Storage 

and Analysis)」において、米国太平洋標準時間 15

日(日本時間 16 日)に授与される予定となっている。 

 

理研の計算科学研究機構に設置されている日本の次世代
スパコン「京」(出所:理研 Web サイト)  

 


