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郵便料金等の改定 

日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取

締役社長 横山 邦男）は、2017 年 6 月 1 日（木）

から、第二種郵便物及び定形外郵便物の料金並

びにゆうメールの運賃を改定します。   

郵便料金は、郵便物の減少が続く中、機械化等

による生産性向上や各種コスト削減に取り組み、

1994 年の改定以来、2014 年度の消費税増税時

を除き実質的に 22 年間据え置いてきました。し

かし、近年、 人件費単価の上昇等により、郵便事

業の収支が悪化している状況にあります。 また、

大型の郵便物等の増加により、持戻り・再配達を行

うことによるコストが増加しています。 このような状

況を踏まえ、今後も安定的なサービスの提供を維

持するため、郵便料金等の一部を改 定いたしま

す。  

 

 

 

 

 

 

製品価格一部改定のお知らせ 

 第一電波工業では、円高、原材料や運搬等の

価格の高騰により、従来の価格を経営努力だけで

維持するのは大変難しくなってまいりました。 

つきましては、誠に不本意ではございますが下

記製品の価格を平成 29 年 6 月 1 日より改定させ

て頂くこととなりました。 

事情をご賢察の上、何卒ご理解賜りますようお

願い申し上げるとともに、引き続きご愛顧いただき

ますようお願い申し上げます。 

●CP6S：54,800 円《旧価格：49,800 円》 

●CPVU8：62,000 円《旧価格：48,600 円》 

●A350S5：27,400 円《旧価格：26,000 円》 

【八木アンテナ用オプション】 

●KB144R：3,500 円《旧価格：2,500 円》 

●KB430R：3,300 円《旧価格：2,300 円》 

3.5/7/14/21/28/50MHz6 バンド【4.6m】CP-6 機能追

加型 

3.5/7/14/21/28/50/144/430MHz【2.7m】 
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簡易デジタル無線 351MHz 帯 5 エレメント八木アン

テナです。 

 

移動宅配ボックスで荷物が一人で

やってくる 

ヤマトの｢ロボネコ｣で物流危機は解決す

るか  

あなたのところに荷物が一人でやってくる。まも

なくそんな時代が来るかもしれない。時間帯を 10

分刻みで指定、望んだ場所に、自動運転車が宅

配ボックスに入った荷物を届ける。自分は無人のク

ルマから荷物を受け取るだけだ。 

ヤマト運輸と DeNA は 4 月 16 日、「ロボネコヤマ

ト」プロジェクトを発表した。4 月 17 日から来年 3 月

31 日まで、国家戦略特区になっている神奈川県藤

沢市の鵠沼海岸などで実証実験に取り組む、次世

代物流サービスである。柱となるのは、「ロボネコデ

リバリー」「ロボネコストア」の 2 つのサービスで、き

たるべく自動運転社会を見据えている。 

中でも「ロボネコデリバリー」は、専用 EV(電気自

動車)に宅配ボックスを設置したもので、利用者が

希望する時間帯・希望する場所で荷物を受け取る

ことのできるサービスだ。時間帯は 10 分刻みで指

定でき、自宅以外に 寄りの駅や会社でも受け取

り可能。荷物の到着 3 分前にはスマートフォンなど

に自動音声で知らせてくれる。将来は自動運転車

を想定しているが、実験段階では有人運転で行う。 

マンションの宅配ボックスは常に満杯 

これが本当に実現した時点で、現状のような、ド

ライバーが運転して各家庭に届ける宅配は一変し

よう。荷物を積んだ自動運転車が来れば、利用者

は自分で車内専用の保管ボックスを開けて、取り

出せばよい。マンションや戸建てに固定されている、

従来の宅配ボックスの概念も覆る。いうなれば”移

動宅配ボックス”だ。 

激増するネット通販や無駄な再配達、慢性的な

ドライバー不足など、物流業界の「宅配クライシス」

を解消しようと、切り札のようにとらえられている宅

配ボックスだが、実際には課題も抱える。マンショ

ンなどの集合住宅では、ドライバーと居住者の双

方から、「宅配ボックスがあっても、いつもふさがっ

ていて利用できない」という声があるからだ。何時

間も荷物を取り出さない人がいるからで、設置され

ていても実際の利用率が低いのが原因だった。 

また戸建て住宅にしても、居住者が直接、設置

費用を負担しなければならない。1 家族だけでは

毎日荷物がくるとは限らず稼働効率は劣る。これが

移動宅配ボックスであれば、宅配ボックスを不特定

多数でシェアするのと同じで、シェアリング・エコノミ

ーの効果も生まれる。 

荷物を受け取る利用者のメリットは大きい。10 分

刻みで時間と場所を指定できるので、今ある時間

帯指定(2 時間が主体)と比べ、時間コストの大きな

削減になるからだ。特にネット通販では、リアル店

舗よりも時間を削減できる点が 大の目的。荷物

を送る場合も同じである。 

これを社会的な側面からみると、移動宅配ボック

スは、物流における AI(人工知能)活用といえる。物

流分野では製造業などと異なり、AI の活用がまだ

ほとんど進んでいない。宅配便事業で も負荷が

かかるのは、各戸までのラスト・ワン・マイルであり、

その部分でイノベーションが実現すれば、生産性

の劇的な向上につながる。もちろん、既存の宅配

がなくなるわけではないが、ドライバーの労働条件

の改善や、ひいては業界全体の働き方改革にも結

び付くだろう。 

宅配便の場合、ある段階までは、装置産業にた

とえることができる。大型ターミナルなどを建設して

取扱能力を拡大し、単価を下げても取扱個数を増

やせば、荷物 1 個当たりの固定費が逓減するとい

う理屈だ。それでも、ラスト・ワン・マイルの手前で荷

物が滞留する現況には、単純な機械化では対応

できない。 

人手不足が社会問題化する中、ドライバーに対

して、これまでのように長時間労働を恒常的に課

すことはできない。取扱総量の抑制や指定時間帯

の一部見直し、当日配送からの撤退、料金値上げ

など、注目を集めている昨今の一連の動きは、ヤ

マトをはじめ、宅配便事業の抱えてきた矛盾が一

気に表面化した結果である。 

人口が密集、配送密度の濃いエリアが有効 

2015 年度における宅配便のシェアは、1 位・ヤ

マト(46.7％)、2位・佐川急便(32.3％)、3位・日本郵

便(13.8％)の 3 社で、92.8％を占めている(国土交

通省調べ)。すでに寡占状態といえる。 

移動宅配ボックスは人口が集中していて配送密

度の濃いエリアでこそ有効だ。取扱数量の多寡に

よって、導入できるエリアに差が生じる結果、各社
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の特徴はより鮮明になってくるだろう。CtoC、

BtoC(主にネット通販)の得意なヤマトは、 も広域

で導入が可能であり、費用対効果が高い。それに

対して、BtoB の小さな荷物を得意とする佐川急便、

ポスト投函で完了するメール便が得意な日本郵便

が、どこまで本気で取り組むことができるか、これか

ら注目される。 

はたしてヤマトによるロボネコの試みが成功する

かどうか。宅配クライシスの解決は、移動宅配ボッ

クスの実用化が大きなカギを握っている、といえそ

うだ。 

 

蜂蜜を乳児に与えないで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１歳未満には注意が必要な食材 

蜂蜜を原因とする乳児ボツリヌス症で東京都の

生後６カ月の男児が亡くなり、子育て世代に衝撃

が広がった。蜂蜜以外にも１歳未満の乳児に離乳

食として与える場合には慎重な対応が必要な食材

があり、国などは改めて注意を呼び掛けている。 

■殺菌するには１２０度で４分以上加熱 

都によると、男児の家族は１月中旬ごろから、市

販のジュースに蜂蜜を混ぜ、毎日男児に与えてい

た。男児は２月２０日にけいれんや呼吸不全などの

症状で救急搬送され、３月３０日に死亡。男児の便

や自宅の蜂蜜からボツリヌス菌が検出され、それが

原因の乳児ボツリヌス症と断定された。 

食品安全委員会などによると、蜂蜜は離乳後の

幼児や大人が食べても問題ないが、１歳未満の乳

児は腸が未成熟なことなどからボツリヌス菌の定着

と増殖が起こりやすい。微量でも菌が含まれてい

れば腸内で増殖して毒素を出すため、「与える量

や期間に関わらず、乳児に対するリスクは高い」と

同委員会の担当者は説明する。 

７カ月の次男を育てる都内の女性会社員（４３）

は、「区の離乳食冊子などにも書いてあるし、蜂蜜

を与えないことは浸透していると思っていた」と驚い

たが、「ダメな理由や、すぐに症状が出るわけでは

ないことは今回初めて知った」と話していた。 

ボツリヌス菌は土壌、海や河川に広く存在してお

り、殺菌するには１２０度で４分以上加熱しなけれ

ばならない。 

家庭の調理では難しく、これまでには自家製の

野菜スープや井戸水が原因とみられる例もある。

厚生労働省や都は乳児に蜂蜜を与えないことを改

めて呼び掛ける。また、都の担当者は、食材をよく

洗うことや台所や調理器具の消毒など、「一般的な

食中毒対策を今一度徹底してほしい」と訴えてい

る。 

■親がアレルギー体質の場合は子供も注意 

一方、蜂蜜以外にも離乳食を与える際に注意が

必要な食材がある。乳幼児の食事に詳しい京都女

子大学の中山玲子教授（食生活学）は、蜂蜜と同

様に加熱殺菌処理が難しい黒糖やきな粉につい

て、「これまでに乳児ボツリヌス症との因果関係を

示すデータはないが、可能性は排除できない」とし

て、１歳未満の乳児は控えることを勧める。ただ、

「ボツリヌス菌は自然界に広く存在しており、気にし

始めたら何も食べられない。１歳までは注意するに

越したことはないということだ」と話す。 

このほか、アレルギー物質を含む食材も注意が

必要だ。よく知られている卵や乳だけでなく、乳幼

児が好むバナナやリンゴ、イチゴなども、口の中が

ピリピリするように感じたり、唇が腫れたりする「口腔

（こうくう）アレルギー」を起こすことがある。重い場

合は血圧低下など命に関わるアナフィラキシーショ

ック（発症後、短時間で全身にアレルギー症状が

出る反応）を引き起こす可能性もあり、初めて与え

るときには留意したい。 

中山氏によると、食物アレルギーの中で６％ほど

が口腔アレルギーに当たり、近年増加傾向。口腔

アレルギー患者は、花粉症やラテックスゴムアレル

ギーでもある場合が多く、両親または片方の親が

アレルギー体質の場合は、子供にも注意が必要だ

という。 

■見かけは大きくても未熟な乳児 

注意すべき食材は、食物アレルギー症状が重い

ことなどから、食品表示法に基づき加工食品への

原材料表示が義務づけられているエビ▽カニ▽小

麦▽そば▽卵▽乳▽落花生－の７品目。これらに

準ずるものとして消費者庁通知で表示が推奨され
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ているオレンジ▽バナナ▽モモ▽リンゴ▽大豆－

など２０品目がある。 

厚労省では、「授乳・離乳の支援ガイド」の中で、

こうした食材は離乳初期には避け、新しい食品を

与えるときには一さじ与えて時間をおき、様子を見

ながら量を増やすことなど、注意を促す。中山氏は、

果物は７～８カ月以降になめる程度から始めること

を勧める。その上で、「乳児は見かけは大きくても

消化吸収が未熟な場合があり、個人差も大きい。

離乳食は成長、発達段階を見ながらゆっくり進め

てほしい」と訴えている 

 

いまさら聞けない「格安 SIM」「格

安スマホ」乗り換えのポイント  

年金受給額を簡単早見表でチェック 

今や毎日の生活に欠かせない存在となったスマ

ートフォン。従来の携帯電話よりも便利な反面、料

金が比較的高いことが指摘されており、近年は大

手キャリアから「格安 SIM」に乗り換える人も増えて

いる。 

マイボイスコム社が 2017 年 3 月に行った調査に

よると格安スマホの認知度は 90％を超え、スマホ

利用者の約 25％が格安スマホ・SIM のいずれかを

使用しているという。とはいえ、乗り換えるメリットを

理解しながらも、躊躇しているユーザーも多いこと

だろう。本稿では大手キャリアから格安 SIM へ移行

する際のポイントを解説する。 

■乗り換えやすい格安 SIM を選ぶのが一番 

まず、手持ちのスマホがどの格安 SIM に乗り換

えられるか確認することが大切だ。格安 SIM は通

常自社の回線を持たず、大手キャリアの回線を借

りて通信を行っている。中でも NTT ドコモの回線を

使用している格安 SIM が多く、au やソフトバンク回

線を使用した格安 SIM はまだまだ数が限られてい

る。基本的に同じ回線同士であれば SIM ロック解

除が必要ないため、比較的簡単に乗り換えが可能

になる。 

ドコモ回線を使用している格安 SIM は Y!mobile、

楽天モバイル、IIJmio、U-mobile、OCN モバイル

ONE、LINE モバイルなど、au 回線は mineo（マイ

ネオ）、UQmobile など、ソフトバンク回線は b-

mobile などが代表例だ。 

ちなみに、格安 SIM と大手キャリアの利用可能

エリアは基本的に同じだ。例えばドコモ回線を借り

ている OCN モバイル ONE の利用可能エリアはド

コモと同じだ。格安 SIM だからといってつながるエ

リアが狭いということはない。 

手持ちのスマホの SIM ロックを解除することで、

使用回線が異なる格安 SIM に乗り換えることも不

可能ではないが、失敗のリスクは高くなる。機種に

よってはそもそも SIM ロックの解除ができない場合

や、周波数が対応していない場合もあるためだ。 

■乗り換えに適したタイミングを逃さない 

格安 SIM に乗り換える際、タイミングを間違える

と無駄な手数料がかかる。大手キャリアの契約は 2

年単位で自動更新される仕組みになっており、2 カ

月間の契約更新月を逃すと、解約の際に 9500 円

程度の解約金がかかるのが一般的だ。無駄な出

費を避けるために自分の契約更新月がいつなの

かを確認し、事前に乗り換えの準備を整えておく

べきだ。 

■格安 SIM のデメリットを把握しておく 

格安SIMの通信費は非常に魅力的だが、切り替

えた時にいくつかデメリットも存在する。 

一番問題になるのが格安 SIM に乗り換えると、

今まで使っていたキャリアメールが使えなくなる点

だ。キャリアメールとは、例えばドコモであれば

「@docomo.co.jp」がつくメールアドレスのことだ。使

用できなくなった場合に備えて、事前に Google が

無料で提供している「Gmail」などのメールアド

レスを取得しておくのが無難だ。 

他にも、格安 SIM と端末の組み合わせによって

はテザリング機能が使えなくなったり、大手キャリア

に比べて回線混雑時に通信速度が低下したりとい

うデメリットがある。 

■自分の使用状況を確認し、適した会社を

選ぶ 

一口に格安 SIM と言っても多数の会社が存在し

ており、提供しているサービスや価格もさまざまだ。

各社のサービスを比較する前に、自分のスマホの

使用状況を確認すべきだ。 

確認が必要な点は、1 カ月にどのくらい音声通

話をしているか、そして何 GB くらいのデータ通信

をしているかだ。請求書の明細を見れば確認する

ことができるだろう。 

例えば、仕事で通話をすることが多い人は、10

分間の通話がかけ放題になるオプションがある

OCN モバイル ONE や、5 分間の通話がかけ放題

になる楽天モバイルなどの音声対応 SIM が向いて

いるだろう。 
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逆に通話をすることがほとんどなくデータ通信が

中心という人は、LINE アプリが使い放題になる

LINE モバイルや、5GB 以上のデータ通信が使え

るプランが良いだろう。 

■実際にどのくらい安くなるのか？ 

40 代前半の夫婦で中学生の息子が 1 人いる家

庭が、ドコモから楽天モバイルに乗り換えた場合、

どのくらい安くなるか比較してみよう。なお端末代、

消費税、ユニバーサルサービス料などは計算に含

まない。 

3 人ともドコモのスマホを持っており、それぞれ 5

分間のかけ放題プラン（2 年契約、月 1700 円）を契

約、家族で 15GB のパケットを分け合えるプラン（月

1 万 2500 円）を夫が選択、他 2 人はデータシェア

（月 500 円）を契約、ずっとドコモ割（15 年以上月

1200 円引き）と学割（月 1000 円引き、1 年間のみ）、

25 歳以下応援割（1GB 追加サービス）を適用した

場合、家族合計で月 1 万 7300 円となる。 

この家族が楽天モバイルに乗り換えた場合を考

えてみる。楽天でんわの 5 分かけ放題プラン（月

850 円）、通話 SIM の 5GB プラン（月 2150 円）、パ

ケットを家族で分け合えるデータシェア（月 100 円）

をそれぞれ契約する。結果、家族合計で月 9300

円に抑えられる。月額料金の節約額は 8000 円だ。

年間にすると 9 万 6000 円もの差が生じる。 

 

ドコモ          父母息子備考 

カケホーダイライトプラン／1700／1700／

1700／5 分間かけ放題 

シェアパック 15GB／12500／500／500／ 

SP モード    ／300／300／300／ 

ずっとドコモ割（15 年）／-1200／?／?／ 

ドコモの学割／?／?／-1000／１年間のみ 

U25 応援割／?／?／?／1GB プラス 

  

税抜金額    ／13300／2500／1500／ 

税抜金額合計    17300 

楽天モバイル   父  母 息子備考 

楽天でんわ 5 分かけ放題／850／850／850 

5GB データ通信プラン／2150／2150／2150 

データシェア    ／100 ／100 ／100 

税抜金額      ／3100／3100／3100 

税抜金額合計   9300 

月額料金差額 8000 

年間差額 96000 

格安 SIM に乗り換えると初年度は数千円の事務

手数料がかかるが、これを差し引いても非常にメリ

ットが大きいと言えそうだ。若干の手間はかかるが

挑戦の価値はあるのではないだろうか。 

 

今 注目されるＭＲ＝複合現実っ

て何？ 

フェイスブックが先月４月に開いた開発者向けイ

ベントで、マーク・ザッカーバーグＣＥＯはＳＮＳの

先にある未来の技術としてＭＲを挙げ、スマートフ

ォンの次のプラットフォームを担う存在になるという

見方を示しました。また、ライバルのグーグルは、

ＭＲの開発を手がけるベンチャー企業に多額の投

資を行うなど、この分野に力を入れる姿勢を示して

います。 

ＭＲ＝複合現実と呼ばれるこの 先端技術。Ｓ

Ｆの世界が現実になるというＭＲとはいったいどん

なものなのでしょうか。 

ＭＲ＝複合現実とは 

ＭＲは英語のミックスド・リアリティ＝複合現実の

略語で、現実世界と仮想世界を融合させた映像を

作り出す技術です。ＳＦ映画に登場するホログラム

のような３Ｄ映像が特徴です。今から４０年前、映画

「スターウォーズ」の１作目でドロイドのキャラクター、

Ｒ２ーＤ２がヒロインのレイア姫の立体的な映像を

映し出した映像として一躍有名になるなど、映画の

ワンシーンが記憶に残る方も多いかもしれません。 

ＭＲは、現実の風景にコンピューターによる３Ｄ

の映像を重ねて表示する 先端の技術で、ＳＦ映

画のような映像を作り出すことができます。ゴーグ

ル型の機器を装着すると、周囲の現実の風景にコ

ンピューター映像が重なって表示されます。さらに、

ゴーグルには手の動きを感知するセンサーが搭載

され、手ぶりによって、さまざまな操作もできるのが

特徴です。 

・ホロレンズの紹介動画（マイクロソフト） 

ＭＲの呼び名に似た技術では、ＶＲ＝仮想現実

と、ＡＲ＝拡張現実があります。 

ＶＲは、去年、ソニーが家庭用ゲーム機の機器と

して発売しました。映像は、コンピューターが作り出

したものが基本で、ゴーグル型の端末を装着する

と周囲にある現実の風景からは遮断されます。 

ＡＲは、現実の風景にコンピューターによる画像

を重ね合わせる特徴ではＭＲと同じですが、ＣＧ映

像を手ぶりで操作することはできません。ＡＲの技

術は、去年、世界的なヒットとなったゲームアプリ、

ポケモンＧＯで一躍、注目されました。 
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このＶＲとＡＲのそれぞれの技術を発展させたも

のがＭＲなのです。 

・マイクロソフトのホロレンズ 

マイクロソフトはホロレンズと呼ぶ専用の端末を

ことし、日本市場に投入しました。先に投入した

海外では、自動車メーカーのボルボが新しい車

両の設計などに活用。日本では、日本航空が航

空機の操縦やエンジンの整備の訓練に採用して

います。 

さまざまなビジネスの現場に採用され始めてい

るこの製品は、大手以外の企業の間でも活用す

る動きが出ています。新潟県の建設会社では、

橋やトンネルなどの建設工事の検査の際や工事

の計画を効率的にするため、ＭＲを導入しまし

た。  

 
これまでの工事では、この建設会社と下請けの

業者、さらに、設計者や施工主などが会議室に集

まったり、実際に建設現場に足を運んだりして、さ

まざまな打ち合わせを行う必要がありました。ホロレ

ンズの導入により、あらかじめ現場の様子をデータ

化しておけば、それぞれが自分の会社でゴーグル

を装着し、いわばバーチャルで打ち合わせを行うこ

とができるということです。工事に関する設計図な

どの資料もデータ化することで、ゴーグルの視界に

いつでも呼び出すこともできます。ＭＲの活用によ

って、建設工程の短縮につながるということです。 

ＭＲを導入した新潟県の小柳建設の小柳卓

蔵社長は「熟練の技能者たちが減っているのが

業界の 大の課題です。２次元の図面を見て、

頭の中で３次元化できたら１人前と言われてい

た。しかし、それでは技能を磨くのに何年もかか

ってしまう。ＭＲで３次元のデータを共有できた

ら、なり手のハードルも下がる」と話していました。 

 
建設業界では将来の担い手不足が深刻化し

ています。国土交通省によりますと、２０２５年に

は４７万人から９３万人の技能労働者が不足する

見通しで、ＭＲがその課題の解決に一役買うかも

しれません。 

日本マイクロソフトの平野拓也社長は「パソコ

ンやスマホとにらめっこしてきた私たちの働き方

やコミュニケーションの在り方を大きく変える技術

だと考えている。ＶＲだけだと周りが見えないの

が、ＭＲは現実世界と合わせることで肌感覚でＣ

Ｇを見てとるので、ビジネスへの応用領域はとて

も広いと思っている」と話していました。 

 
・日本企業もＭＲへ 

日本企業の間でもＭＲの開発の動きは始まっ

ています。ソフトバンクグループと大阪の医療機

器メーカー、モリタは、歯科手術を支援するシス

テムを共同開発しました。 

歯科医師が専用のゴーグルを装着すると、目

の前にいる患者の歯に、あらかじめ撮った本人の

神経や骨、血管などのコンピューター映像が重

ねて表示されます。歯科医師は、ゴーグルを装

着したままで、実際は見ることができない神経な

どの映像を参考にしながら、手術を進めることが

できる仕組みです。また、ゴーグルには手の動き

を感知するセンサーが搭載され、手ぶりによって

カルテを呼び出したり、映像を拡大したりすること

もできます。 

このシステムは、再来年（２０１９年）には歯科

医師の研修用にまず導入し、その後、手術での

実用化を目指すということです。開発にあたった

ソフトバンクグループの勝本淳之さんは「ＭＲの

市場はまだこれからだが、拡大が期待される分野

で医療以外にも応用が期待される」と話していま

した。 

 
 

 


