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JA1AN 原昌三 JARL 会長に聞く 

 アマチュア無線界では、国内最大のイベントである

『ハムフェア 2006』が、東京・有明の東京ビッグサイト

にやってくる。アマチュア無線は電波という貴重な資

源を使い、遠方のアマチュア居とのコミニュケーション

ができる素晴らしい趣味の王様。今年は「ハムフェア

楽しさみつけて 30 年」をキャッチフレーズに多彩な催

しが計画されている。アマチュア無線の世界が注目

するデジタル新技術、第 30 回を記念した催事など目

白押しだ。JA1AN 原昌三 JARL 会長に、最近のアマ

チュア無線界の動きを語っていただいた。 

（沼田洋一） 

 
「日本の VHF の立ち上がり」を語る原 JARL 会長 

 

IARU 第三地域 

会議は大きな意義公益法人改革への対応も 

─ アマチュア無線界にとって待望の夏のハムの祭

典が、いよいよ 19 日と 20 日開催となります。ハムフェ

ア開催第 30 回の節目を迎え、国内外から大勢の参

加が期待されます。 

 原会長 1977 年に東京・晴海の国際貿易センター

南館で第 1 回目が開催されて以来、今年で 30 回目

を迎え大変嬉しく思っています。これは JARL 会員を

はじめ、多くのアマチュア無線家の長年の支持と協

力のたまものと感謝しているところです。 

 今年のハムフェアでは、「ハムフェア楽しさみつけて

30 年」をキャッチフレーズに開催することにしました。

アマチュア無線の楽しさを広げ、次世代を担う若い人 

 

たちがより多く参加すること望んでいます。 

─ 最近のアマチュア無線界の動きの中で注目され

るのは、国際アマチュア無線連合（IARU）の第三地

域会議が 8 月 7 日から 11 日まで開かれ、重要な議題

が審議されたことですね。 

 原会長 今回、3 年ごとに開催される IARU 第三地

域の第 13 回国際会議がインドのバンガロールにおい

て開催されました。この会議にはアジア・オセアニア

の 13 団体及び IARU 本部、それに各地域の役員な

ど約 50 人が出席し、日本からは私をはじめ 7 人が参

加しました。開会式では、インドの連盟 ARSI の

VU2GMN ゴーパル・マドハバン会長が歓迎のあいさ

つを行い、続いて VE6SH エラム IARU 副会長、

HL1IFM パク第三地域議長のあいさつがあり、全体

会議の議長にインドのマドハバン会長を選出し審議

が進められた。 

 会議では、まず各国から活動の報告があり、続いて

政策、運用及び技術、憲章改正の 3 つのワーキング

グループにおいて世界無線通信会議（WRC－07）に

向けた対応、PCL をはじめとする電波環境、また、非

常通信などへの取り組み、憲章や規則の改正につい

てなど、60 以上の議案で審議が進められ、会議は 8

月 11 日まで行われました。 

 理事の改選では、理事・議長に VK3KI ミカエル・オ

ーウェン氏、理事に JE1MUI 遠藤静夫氏、VU2GMN

ゴーパル・マドハパン氏、ZL2AZ ピーター・B・レイク

氏、HL1AQQ イー・ジユン・グン氏が選出されました。

事務局長には引き続き JA1XAB 小墨圭吾氏が選出

されました。次の総会は2009年にニュージーランドの

クライストチャーチで開催される予定です。 

─ いま、政府の「公益法人制度改革」が関係団

体の焦点となっている。JARL はどのような対応を考え

ておられますか。 

 原会長 社団法人日本アマチュア無線連盟は、わ

が国で唯一のアマチュア無線に関する団体であり、

将来もアマチュア無線の発展を支え、快適なアマチ

ュア無線の世界を維持していく必要があります。 

 このために、平成 20 年施行予定の公益法人改革
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に伴う新しい 3 つの法律が規定する公益法人の認定

を受けて活動する必要があるという方針を掲げまして、

理事会に JA7AIW 山之内俊彦理事を座長とするワー

キンググループを設置して、当面、JM1MNW 竹内俊

晴参与、7K4WWX 吉田修参与、JA1RTG 松村恒男

氏の 3 人の構成員とともに、公益法人改革への積極

的な対応を推進していくことにしております。 

─ アマチュア無線界の最近の話題としては、7 月 8

日に東京都港区のメルパルク東京に、昭和 30 年代

初期からアクティブに 50MHz 帯で活躍してきた OM

が約 50 年ぶりに集まり、VHF ミーティングが開催され

ましたね。 

 原会長 当日は 58 人の OM が出席し、大いに盛り

上がりました。第 1 回の VHF ミーティングは昭和 32

年（1958 年）に開催されています。VHF 帯の創世記

の昭和 30 年代初期は、VHF 帯で使用できるデバイ

スが少なかった時代ということもあって、HF 帯に比べ

て VHF 帯で運用するには高度な技術が必要だった。

当時は VHF 帯の愛好者たちが人工衛星の IGY に大

いに責献している時代でした。この第 1 回 VHF ミーテ

ィングは東京駅地下の「レストラン東京」で開催され、

初めて作る VHF 帯機器の製作技術や VHF 帯の特

徴的な伝搬について熱心に語りあいました。 

 今回の VHF ミーティングは、JA1AI 稲葉全彦さんら

が発起人となられ、当時ミーティングに参加したメン

バーや、初期の VHF 帯を知るメートル m マンが元気

な姿で大勢参加されました。第 1 回の開催から約 50

年ぶりにお会いでき大変楽しかった。私からは「日本

の VHF 帯の立ち上がりの時代について」の話をしま

して、JA3JJ 山村 OM による当時の 20MHz のスプート

ニク衛星や、108MHz 帯のバンガード人工衛星受信

の話、JA1FC 藤墨 OM から「日本で初めて体験記号

した ES 伝搬の感激」に関する話、JA1VD 池上 OM か

ら「50MHz 帯で初体験した DU1GF との海外交信」の

話、JA1CYC 下村 OM から「戦前アマチュア無線で活

躍した、叔父の故下村弘 OM（J2LU）とのアマチュア

無線に関する思い出」の話などが語られました。 

 その後、久々のアイボールで、創世記の 50mHz 帯

アマチュアバンドの思い出や、当時の 6m マンの活動

振り返り、出席者一同大いに昔を語りあい親睦を深

めました。大変よかったと思っております。 

─ 総務省の東北総合通信局管内で初めて、少年

少女が国際宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士

とアマチュア無線による交信（スクールコンテスト）が

行われることなりました。8 月 21 日から 25 日までの間、

ARlSS（アリス）から割り当てられた約 10 分間に仙台

市室口成中学校アマチュア無線局「8J7YJH」を運用

して、生徒の代表約 25 人が交信する予定と聞いてお

ります。ARISS スクールコンタクトは、子供たちの科学

技術に対する理解と関心を深めることになりますね。 

 原会長 少年少女が科学技術に興味を持つという

ことは大変嬉しいことです。このスクールコンタクトに

ついては、これまで全国で 21 の成功例があります。

吉成中学校のアマチュア無線局と国際宇宙ステーシ

ョンの交信が成功することを期待しています。 

 平成 18 年には、7 月 31 日までに広島県東広島市

立板城小学校、兵庫県高砂市立米田西小学校、広

島市こども文化科学館のアマチュア無線局が ARISS

スクールコンタクトに成功しています。板城小学校の

「社団局 8J4I」は 2 月 20 日交信に成功。地元のアマ

チュア無線家によって構成される「板城おやじの会」

が実行委員会を組織して準備に当たりました。米田

西小学校の「社団局 8N3I」は 5 月 11 日交信に成功。

小学校の PTA が中心となって計画地、地元のアマチ

ュア無線家の協力で準備に当たりました。 

 広島市こども文化科学館の「社団局 8J4CM」は 7 月

4 日交信に成功。児童センター、科学館等の公共の

教育施設での実施は 2001 年 11 月 23 日の入間市児

童センター以来のことでした。 

 仙台市立吉成中学校での ARISS スクールコンタクト

でも貴重な体験ができるものと思われますが、青少年

活動にアマチュア無線を有意義に生かそうという、取

り組みと熱意は大変素晴らしいことです。 

電波タイムズより転載 

 

惑星は８個 

冥王星は格下げ・惑星は８個 

 

惑星の定義について検討を重ねていた国際天文

学連合（ＩＡＵ）の総会は２４日、冥王（めいおう）星を

惑星から格下げし、太陽系の惑星を８個とする最終

決議案を採択した。 

 冥王星を惑星に残した上で１１個とする案も提案さ

れたが、他の惑星と軌道や大きさが異質な冥王星は

惑星ではないとする意見が多く、否決された。太陽系

９惑星のひとつとして長く親しまれてきた冥王星だけ

に、今回の決議は天文学や教育現場に大きな波紋

を呼びそうだ。 

 採択された惑星の定義は、 

＜１＞太陽を周回し 

＜２＞自分の重力で固まって球状をしている 

＜３＞その天体が軌道周辺で圧倒的に大きい 

――とする内容。この条件では、より大きい海王星と

軌道が重なっている冥王星は、＜３＞の条件を満た

せず惑星から外れた。 

 惑星への昇格候補とされていた火星と木星の間に

ある小惑星「セレス（ケレス）」、冥王星よりさらに大き

な軌道を描く「第１０惑星（２００３ＵＢ３１３）」は、冥王

星とともに、新たに設定された「矮小惑星」という分類

に入れられることになった。 
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 冥王星は、１９３０年に米国人によって発見されて以

来、長く惑星として親しまれてきたため、「惑星格下

げ」への反対論も根強い。そうした意見にも配慮して、

総会では、冥王星は「矮小惑星」の中でも代表的天

体としてその地位を特別扱いすることも決議した。 

 また、１６日の原案で「１２惑星」の候補として示され

た冥王星の衛星「カロン」は、主要な天体ではないと

して、最終案では惑星候補にも上らなかった。 

 

番号ポータビリティー制度 

利用者が電話番号を変えずに携帯電話会社を乗

り換えられる番号ポータビリティー（継続）制度が 10

月 24 日から始まることが決まりました。サービスや価

格を重視して携帯電話会社を選べるようになるので、

携帯電話会社間の競争はいっそうヒートするでしょ

う。 

番号ポータビリティにはいくらかかるのか」を

予想する 

ドコモとボーダフォンはまだ詳細を明らかにしてい

ないが、KDDI が他社に先駆けて手数料体系を発表

した。この情報を元に結局いくらかかるのか予想して

みた。 

 NTT ドコモ、KDDI、ボーダフォン（ソフトバンク）の 3

社は8 月9 日、番号ポータビリティ制度の開始日を 10

月 24 日と発表した（8 月 9 日の記事参照）。同日、

KDDI は転入出時の手数料と「新規加入仮予約サー

ビス」の案内を出したものの（8 月 9 日の記事参照）、

ドコモとソフトバンクはいまだ手数料体系を明らかにし

ていない。 

 結局、番号ポータビリティ制度を利用してキャリアを

変更する場合、いくらかかるのだろうか。KDDI が発表

した手数料を手がかりに、ドコモとソフトバンクもほぼ

同等の制度を採用すると仮定して、試しに計算して

みた。 

※ここに出てくる金額は、8 月 11 日現在の情報を元

に、仮にドコモとソフトバンクが KDDI と横並びの料金

体系を採用したら、という前提で挙げているものです。

ドコモとボーダフォンは手数料などをまだ発表してお

らず、正式発表時には金額が異なる可能性がありま

す。 

他キャリアから au に変更すると 

 KDDI の場合、ほかのキャリアから au に変更する際

には手数料を無料にする（au から他キャリアへ変更

する場合は 2100 円徴収する）と発表している。しかし

新規契約時に必要な事務手数料は、番号ポータビリ

ティ制度を利用しても従来通り 2835 円かかる。ドコモ

やソフトバンクでキャリア変更の手続きをした場合も、

KDDI と同様 2100 円の手数料が設定されると仮定す

ると、最低でも 4935 円かかることになる。 

 ただし、ドコモで「（新）いちねん割引」を利用してい

る場合、更新月以外で解約すると 3150 円の契約解

除料が発生する。ソフトバンクでも同様に「ハッピーボ

ーナス」を途中解約すると1万500円かかり、「年間割

引」も期間中に解約すると 4200 円が必要だ。このよう

な年単位の契約を結ぶ割引サービスに加入している

場合、更新月がいつなのか、事前に確認した方がい

い。11 月や 12 月に更新月を迎える場合は、10 月 24

日にすぐキャリアを変更するのではなく、更新月まで

待った方が得策だろう。 

 （新）いちねん割引や年間割引は、契約時に申し込

みが必須になっていたり、申し込まないと端末価格が

高くなったりすることも多く、利用しているユーザーは

多いと思われる。その点を考慮すると、ドコモから au

に変更する場合で 8085 円くらい、ソフトバンクから au

に変更する場合は 9135 円あたりが番号ポータビリテ

ィ制度を利用する際に必要になる手数料の目安と考

えられそうだ。 

 なお、KDDI は 9 月 1 日 10 時から 10 月 23 日の 24

時まで「新規加入仮予約サービス」を提供する。この

期間中に番号ポータビリティを利用して au に加入す

る“予約”をし、年割、MY 割、ガク割、あるいはスマイ

ルハート割引のどれかに申し込んだうえ、事前に送

付される専用の「au 新規申込書」に必要事項を記入

して 10 月 24 日から 11 月 30 日までの間に新規契約

すると、2000 円分の au ポイント（1000 ポイント）がもら

える。この期間に限っては、事実上他社の転出手数

料分くらいは戻ってきそうだ。 

 

ドコモから au へ変更する場合 

ケース 内訳 合計 

（新）いちね

ん割引なし

転出手数料＋2835 円（事務手

数料） 

5000 円

前後？

（新）いちね

ん割引あり

転出手数料＋3150 円（（新）いち

ねん割引解除料）＋2835 円（事

務手数料） 

8000 円

前後？

 

ソフトバンクから au へ変更する場合 

ケース 内訳 合計 

年間割引

なし 

転出手数料＋2835 円（事務手数

料） 

5000 円

前後？ 

年間割引

あり 

転出手数料＋4200 円（年間割引

解除料）＋2835 円（事務手数料）

9000 円

強？ 

ハッピー

ボーナス

あり 

転出手数料＋1 万 500 円（ハッピ

ーボーナス解除料）＋2835 円（事

務手数料） 

1 万 5000

円強？ 

※いずれの場合も 10 月 23 日までに「新規加入仮予

約サービス」を利用し、11 月 30 日までに新規契約す

ると 2000 円分の au ポイントが受け取れる 

au から他キャリアに変更すると 

 では、au を解約してドコモやソフトバンクに乗り換え

るケースではどうだろうか。 

 まず au からドコモに変更する場合から考えてみよう。

au から他キャリアに変更するには、2100 円の手数料
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がかかる。ドコモが転入時の手数料を徴収する可能

性はゼロではないが、au に合わせて転入時手数料を

無料にすると仮定すると、新規契約時と同じ事務手

数料 3150 円のみで手続きができることになる。 

 auからソフトバンクに乗り換える場合も、転出予約時

に au に支払う手数料 2100 円に加えて、転入時の手

数料と新規契約の事務手数料 2835 円が必要になる

と想像できる。ただ転入手数料は、ソフトバンクだけ

が徴収するとは考えにくいため、やはり無料になるの

ではないだろうか。 

 また au の割引サービスにも、契約期間の途中で解

約すると解除料が発生するものがある。2 年契約にな

る「MY 割」と、1 年契約の「年割」および「ガク割」だ。

現在 MY 割を利用している場合、契約更新月以外に

解約すると 9975 円の解除料が必要だ。年割とガク割

も、更新月以外の解約だと 3150 円の契約解除料が

かかる（ただしガク割を 2004 年 2 月より前に契約して

いるユーザーは 3 年目以降に該当するので解除料

は不要）。 

 au から他キャリアへ移行する場合も、年割なしで契

約しているケースなら手数料は 5000 円前後で済むと

予想できる。しかし、au の場合も他キャリア同様、契

約時に年割などの割引プランへの加入が事実上義

務づけられていたりする場合がある。特に端末を安

価に販売しているショップなどでは、拒否すると端末

を売ってもらえないこともあり、契約している人は多い

と考えられる。そのため、多くの人にとっては au からド

コモへの移行には 8400 円程度、au からソフトバンク

への移行には 8085 円くらいの手数料になるだろう。

手数料を抑えたければ、更新月に手続きをするべき

だ。 

 

au からドコモへ変更する場合 

ケース 内訳 合計 

年割なし 2100 円（転出手数料）＋

3150 円（事務手数料） 

5250

円？ 

年割あり 2100 円（転出手数料）＋

3150 円（年割解除料）＋

3150 円（事務手数料） 

8400

円？ 

ガク割あり 2100 円（転出手数料）＋

3150 円（ガク割解除料）＋

3150 円（事務手数料） 

8400

円？ 

ガク割あり（2004

年 2 月以前に契

約） 

2100 円（転出手数料）＋0

円（ガク割解除料）＋3150

円（事務手数料） 

5250

円？ 

MY 割あり 2100 円（転出手数料）＋

9975 円（MY 割解除料）＋

3150 円（事務手数料） 

1 万

5225

円？ 

 

au からソフトバンクへ変更する場合 

ケース 内訳 合計 

年割なし 2100 円（転出手数料）＋

2835 円（事務手数料） 

4935

円？ 

au からソフトバンクへ変更する場合 

ケース 内訳 合計 

年割あり 2100 円（転出手数料）＋

3150 円（年割解除料）＋

2835 円（事務手数料） 

8085

円？ 

ガク割あり 2100 円（転出手数料）＋

3150 円（ガク割解除料）＋

2835 円（事務手数料） 

8085

円？ 

ガク割あり（2004

年 2 月以前に契

約） 

2100 円（転出手数料）＋0

円（ガク割解除料）＋2835

円（事務手数料） 

4935

円？ 

MY 割あり 2100 円（転出手数料）＋

9975 円（MY 割解除料）＋

2835 円（事務手数料） 

1 万

4910

円？ 

 なお、キャリアを変更すると端末も変える必要がある

ため、当然のことながら手数料に加えて端末購入代

金も別途必要になる。 

 

番号持ち運び制度とは、契約している電話事業者を

変更しても、以前から利用している電話番号がそのま

ま使える制度のことである。携帯電話・PHS など移動

体 通 信 の 場 合 は 、 特 に MNP （ Mobile Number 

Portability）と略称される。 

番号持ち運び制度は、世界的規模で各国に導入さ

れつつあり、欧州（EU）では加盟国の番号持ち運び

制度への導入が義務付けられているほか、米国でも

2003 年後半より同様に番号持ち運び制度への移行

が実施されている。日本でも早ければ 2006 年第 2 四

半期頃に実現される。 

現在、携帯電話の番号はキャリアごとにブロックを割

り当てる方式を取っていることもあり、事業者を切り替

えると電話番号も変わってしまう。他方で、同一キャリ

ア内での契約の変更や機種変更などでは番号の変

更は必要ない仕組みになっている。それゆえ、加入

者にとっては新しい番号を知人などに周知する手間

が煩わしいため、このことが携帯電話会社の切り替え

に対する障壁となっていた。このため、日本のような

国では携帯電話普及率が頭打ちの状態となっており、

新規加入者の大幅な増加が見込めなくなっている。

番号持ち運び制度は、加入者（ユーザー）にとっては

利便性が向上される、また事業者にとってはより自由

で公正な競争条件を確保するための好手段であると

いえる。 

なお、日本においても既に通常の加入電話網につい

てはこの番号持ち運び制度が運用されており、ケー

ブルテレビ局などが運営する電話サービスへ、NTT

東日本、NTT 西日本両社が発行した番号を打ち込

むことができるようになっている。 

 


