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会費納入のお願い。ＪＰ3ＹＨＥ 

新年度の切り替え時期になりました。（毎
年4月1日～翌年3月31日） 

各局あてに、払込取扱票を同封致しましたご案内

状をお送り致しました。 

誤字脱字がないかご確認の上、お近くの郵便局等

でお支払いの手続をお取り下さりますようお願い致

します。 

年会費（協力金）は１局１，6００円に成っ
ております。 

払込手数料を安くする方法（払込取扱票を使う場

合よりも安くなります） 

●ゆうちょ銀行の総合口座を持っている場合。 

郵貯銀行のＡＴＭで払込をする⇒無料 

窓口で払込をする⇒120 円かかります。 

●ゆうちょ銀行の総合口座を持っていない場合。 

郵貯銀行のＡＴＭで払込をする⇒80 円 

窓口で払込取扱票で払込をする＝120 円かります。 

++++++口座番号++++++ 

記号：01150  番号：026261 

銀行名：ゆうちょう銀行 

金融機関コード：9900 

店番：119 

店名：イチイチキュウ店 

預金種目：当座 

受取人名：ゼンコクハチヨンアイコウカイ 

 

1200MHz の周波数が厳しい状況に 

二種類の業務用無線局が1200MHz帯で
運用を開始 

 その一つが平成 26 年度から放送事業用無線局

（FPU：Field Pick-up Unit）が 1200MHz 帯の周波

数で運用されることとなったもので、従来 800MHz帯

の周波数の電波を使っていたのですが周波数再

編によって 1200MHz に移行してくることとなり、マラ

ソン中継などを実施するコース周辺のレピータ局

等は、一定期間電波の発射を停止することを求め

られる可能性が出てきています。 

 二つ目は、平成 29 年度に 3 機の準天頂衛星が

打ち上げられ、平成 30 年度から 1200MHz の周波

数も使った測位業務が開始されることになったもの

です。 

 準天頂衛星による測位業務は、平成 19 年に制

定された「地理空間情報活用推進基本法」及び平

成 20年に制定された「宇宙基本法」により、国家戦

略として宇宙開発に取り組んでいるもので、国の安

全、被災地の状況把握、災害救助、航空機・船

舶・鉄道などのナビゲーションや、あらゆる分野で

の情報利用、産業の振興、高度化などを目指して

いるものです。 

 しかし測位業務は、1200MHz の周波数の電波を

使いますので業務に支障を及ぼさないようにする

ために、アマチュア局には「1200MHz のレピータ局

を今以上増加させない」、「1200MHz のレピータ局

の空中線電力を 1W にする」などの措置が求められ

てきます。 

 Jarl news より転載 

 

TS-790G のランプ交換 

試そう！アマチュア的修理法 

十数年来、愛用していた KENWOOD TS-790G の S

メーター部の照明ランプが切れてしまいました。 

メインのディスプレイは蛍光表示板ですのでラン

プ切れの心配は無いのですが、メーター側の照明

に関しては、裏側から麦球で照らしております。 

ランプ交換ごときで修理依頼するのも嫌なので、

部品のみを注文、取替え修理する事にしました。 
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ラッキーな事に製造中止品にもかかわらず 14V-

80mA のランプを購入する事が出来ました。送料込

みで４１０円でした。 

交換自体は至って簡単で、上下カバーを外し、フ

ロントパネル側のサブシャーシを外し、基盤の 2 か

所にハンダ付けをして取り替えるだけです。（赤丸

の箇所） 

 

ランプを覆っているゴムキャップも取り替え綺麗に

納まりました。麦球を抜いてから、ゴムキャップを引

出すのがコツです。 

 
これで、明るくなり、見やすくなりました。 

de JJ3UXN 

 

ナノシムの自作方法 

ｎａｎｏ SIMカードを自作して、iPad mini
でNTTドコモの3G通信を使用してみた 

iPad mini（Wi-Fi Cellular LTE 16GB 香港

SIM フリー版 A1455 モデル）を購入して、通信費が

も安く済む方法にトライしてみました。 

日本国内で iPad mini に挿して使える SIM です

が、月々の費用をあまり気にしないのであれば、

Softbank、ａｕ、DoCoMo 等の Nano-SIM を利用でき

ますが、 2年縛りもなく、月々が安い DTI(ドリーム・

トレイン・インターネット)の「Servers Man SIM 3G 

100」を使う事にしました。このプランは、100kbps の

DoCoMo 網通信を、ワンコイン、490 円という衝撃の

価格で提供し、100MB あたり 263 円で通信容量を

買えば、100kbps の通信速度制限を外して通常の

3G 接続が利用できるオプションも備えている究極

のモバイルプランだと思います。 

問題なのは、iPad mini の SIM の規格は nano-

SIM です。しかし、ＤＴＩには micro- SIM しか無く

って Nano-SIM は有りません。 

仕方なく究極の方法として、Micro- SIM を SIM

カットして無理やり Nano-SIM にする事にしました。

もし SIM が無効になっても自己責任ですので、勇

気が要りますね。 

思ったより簡単にカットが出来、ちゃんと電波も

掴んでくれました。 

今回 DTI の SIM と組み合わせて、月額 500 円未

満で 3G 回線を常時確保。メールや Web 検索なら

何とか使えて、地図はちょっと難しい（待てば出る

ので不可能ではないが…）です。 

キャリアのモバイルプランに比べれば、機器の割

賦料金やプランの 2 年縛りなどもなく、初期費用と

利用料金のみで不要になったらすぐ解約できるの

も、ユーザーにやさしいです。 

 

DTI より送られてきた
SIM カード。 

DoCoMo の赤シムでし
た。 

 

 

 

 

 

 

このカッターは①標準 SIM→microSIM、②microSIM→
nanoSIM にカット出来ますが、 標準 SIM→nanoSIM に
一度にカット出来ないです。 
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NanoSIM にカット出来ましたが、カット残面が気になりま
す。多いよね。 

 

SIM カットが成功したみたいで、認識していますね。 

 

当然ですが、インターネットも繋がりました。 

 

屋内では Wi-Fi を使い。屋外ではｄｏｃｏｍｏ 3Ｇ回線を
使っています。ケースは DODO case を使用。 

ｄｅ JJ3UXN 

 

スパコン「京」の今 

動き出した世界最高級の頭脳 

 理化学研究所と富士通が開発したスーパーコン

ピューター（スパコン）「京（けい）」の利用が本格的

に始まった。１秒間に１京（京は１兆の１万倍）回の

計算が可能な処理能力を生かし、研究機関を中

心に地震予測のシミュレーションや宇宙誕生の謎

の解析が進められている。一方、企業や個人の研

究者による一般利用も可能になり、創薬や素材開

発などの分野で「世界 高級の頭脳」がフル回転

を始めている。 

 

スパコン「京」の頭脳。3000 平方メートルの部屋にＣＰＵ
（中央演算処理装置）を収納したボックス 864 個が整然
と並ぶ（神戸市の理化学研究所計算科学研究機構） 

 神戸空港から電車で５分。昨年７月に「京コンピ

ュータ前」に改名した駅を下りると、京を運営する

理化学研究所計算科学研究機構（神戸市）の建

物が目の前に現れる。 

 京は 2012 年９月に本格稼働した。計算をするＣ

ＰＵ（中央演算処理装置）の総数は８万 8128 個。

全人類が 17 日間、１秒に１度計算する量を、京は

１秒間で計算できる能力がある。ＣＰＵ同士を結び

つける約 20 万本のケーブルを１本につなげれば、

東京から博多までの距離（約 1000 キロメートル）に

相当する。 

 建物の３階にあるスクリーンルームの裏手に、柱

が１本もない約 50 メートル×約 60 メートルの部屋

が広がる。部屋には 96 個のＣＰＵを内蔵した高さ

約 2.5 メートルのボックス 864 台が整然と並んでい

る。このボックス群が京の頭脳の本体だ。 

 案内してくれた理化学研究所計算科学研究機構

コーディネーターの伊藤聡氏は「スクリーンルーム

で京の歴史や性能をＶＴＲ上映した後に、スクリー

ンが自動的に収納され、目の前に京が現れる仕組

みになっている。粋な計らいでしょ」と笑う。 

 京の消費電力量は約 15 メガワット。１世代前のス

パコン「地球シミュレータ」の約 300 倍の計算処理

能力があるが、電力量は半分近くに抑えることに成

功した。ただそれでも膨大な電力を消費するため、

発熱を抑える工夫を随所に凝らしている。 
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 ボックスが並ぶ３階のすぐ下の階に巨大な空調

機を設置。24時間体制で温度を一定に保っている。

ＣＰＵを内蔵したシステムボードはボックスに斜め

に差し込まれており、冷たい空気が効率良く全体

に流れるようにしている。さらにボックスには冷たい

水が流れるパイプを張り巡らせており、「二重体制

で温度管理を徹底している」（伊藤氏）。 

京の利用枠のうち 50％は国が指定する「戦略プロ

グラム」に充てられる。プログラムには、震災や集中

豪雨などの災害を予測し、被害軽減につなげる超

高解像度の気象予測システムの構築や、宇宙の

起源解明など５つの分野がある。 

 

 一般利用は全体の 30％で、企業が京を活用でき

る産業利用枠は同５％。割り当てはノード（ＣＰＵの

数）×時間で計算する。１ノード時間当たり 12.68

円を支払う「有償利用」と、無償だが成果の公開義

務がある「一般利用」に分かれている。 

 利用企業は年に一度の公募で決める。初回は

227 件の応募があり、25 件の産業利用が決まった。

多は大日本住友製薬の 503 万 8080 ノード時間

で、京の 大能力を約 57 時間使える計算になる。 

 少し京を試してみたいという場合には「トライアル

ユース」が便利だ。３カ月間で５万ノード時間×２回

を限度に京を利用できる。公募と異なり、随時受け

付けており、現在は東洋ゴム工業や半導体理工学

研究センターなどが利用している。 

 京は東大、京大や情報学研究所（東京・千代田）

など国内研究機関をつなぐ超高速ネットワークで

つながっており、企業は自社内からインターネット

経由で京にアクセスできる。また高度情報科学技

術研究機構（東京・品川）と高度計算科学研究支

援センター（神戸市）の２カ所に京のアクセスポイン

トを設置。情報管理を徹底したい企業が利用でき

るようにも工夫した。 

 京では一般利用の促進に力を入れている。原則

として利用者は自前でソフトウエアを調達する必要

があるが、ナノ統合や生命体統合シミュレーション

など一部の研究領域では専門のソフトウエアを開

発。誰でも利用できるようにした。 

 

高度計算科学研究支援センター（神戸市）に設置され
た京のアクセスポイント。情報管理を徹底したい企業な
どが利用している 

 高度情報科学技術研究機構では相談員の派遣

など利用者の支援業務を展開。京を利用する住友

ゴム工業主査の岸本浩通氏は「京で採用された新

しい計算方式であるスカラ型への対応など、企業

側だけでは対処が難しい問題を機構と共同で早

期に解決することができた」と振り返る。 

 開発当初、計算能力の世界ランキングで１位だっ

た京は 12 年６月に２位に、同 11 月に３位に転落し

た。文部科学省は現在、１秒間に京の 100 倍にあ

たる１エクサ（100 京）の計算が可能な次世代機の

開発を検討している。20 年の完成が目標で、今夏

をめどに開発の是非を 終判断する見通しだ。 

 伊藤氏は「ＣＰＵの微細化に成功し、消費電力を

ある程度まで抑えることができるなら利点は大きい」

と指摘する。京の活用で大きな成果が次々と生ま

れていけば、次世代機開発を歓迎する声が高まる

に違いない。 

 

アマチュア局の総数 

総務省の「無線局統計情報」による，アマチ
ュア局の総数43万6,398局 （1月末） 

1 月単月では 599 局     日/19 局の減
少でした。 

総務省が進める電波利用の再編で、問題が囁

かれております。アマチュア無線も二次業務なの

で洗礼を受けます。悠長なことを考えずに、具体策

を策定する等、対応策を早急に考えるべきだと思

われる。 

 


