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「アマチュア局による非常通信の

考え方」を公表（総務省） 

ボランティアと言う位置づけですが、免

許人が状況に応じて「柔軟に 

 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災

では、多数のアマチュア局が、地方自治体に協力

するなどして、被害情報の収集や安否情報の伝達

等、人命の救助や災害の救援等のための非常通

信を実施し、社会的に大きな貢献をしました。 

  非常通信をアマチュア局が行う場合の考え方は、

次のとおりですので、アマチュア無線を有効に活

用していただく際の参考としてください。 

 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の

相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用して

はならないことになっていますが、電波法（昭和 25

年法律第 131 号）第 52 条第４号の規定に基づく非

常通信（地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴

動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそ

れがある場合において、有線通信を利用すること

ができないか又はこれを利用することが著しく困難

であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信

の確保又は秩序の維持のために行われる無線通

信をいいます。）等を行う場合は、免許状の目的等

にかかわらず運用することができます。 

 その運用において、非常の事態が発生し又は発

生するおそれがあるかどうか、有線通信を利用す

ることができないか又はこれを利用することが著しく

困難であるかどうか、人命の救助、災害の救援、交

通通信の確保又は秩序の維持のためかどうかの

判断は、アマチュア局の免許人が判断するもので

あり、非常通信は状況に応じて柔軟に行えるものと

しています。その際、アマチュア局の免許人は、あ

くまでもボランティアという性格で非常通信を行うこ

とになります。 

 また、一般社団法人日本アマチュア無線連盟に

おいて、「アマチュア局の非常通信マニュアル」を 

策定していますので、適宜参考にしてください。 

https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-

4_Hijou/emergency-communication-manual.pdf 

 

JARD、「アマチュア局保証業務」

をスタート 

一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会

（JARD）は、先の総務省公示に基づき、今日 11 月

10 日から「アマチュア局の保証業務」を開始すると

発表。 

Web サイトに料金体系や受付方法などを掲示した。 

注目される「保証料」は“保証を受ける無線機の数”

によって異なり、無線局の免許申請（開設）の場合、

1 台のみなら 4,000 円と競合する TSS 株式会社よ

りも安いが、1 台を超え 5 台のみが 6,000 円、5 台

超えが 8,000 円と段階的に値上がりする。また変更

申請の場合、1 台のみは 3,000 円で TSS と同額だ

が、1 台を超えると 5,000 円になる。 

 
「アマチュア局保証業務」のスタートを告知する JARD の

公式サイト 

 総務省は 2014 年 7 月に「アマチュア局の保証業

務」に関連した告示を改正し、アマチュア局の無線

設備の保証業務（保証認定）を行える者の制限を

緩和した。これを受けて JARD は保証業務への再

参入を正式表明し準備を進め、11 月 4 日の総務

省公示で「アマチュア局の保証の業務を行う者」と

して正式に認められた。 

 公示による「保証の業務の開始の日」と定められ

た 11 月 10 日、JARD は公式 Web サイトで、保証

業務を本日から開始することを発表し、料金や申し
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込み方法、書類の書き方などの詳細なガイドを掲

載した。 

 それによると、JARD の保証業務は、従来から事

務所や養成課程講習会の教室（JARD ハム教室）

として利用している、東京都豊島区巣鴨の共同計

画ビル内に「保証業務センター」を設置して実施す

る。 

★JARD 保証業務センターについて 

営業時間：平日 09:30～18:00（祝日・年末年始を

除く） 

所在地：170-8088 東京都豊島区巣鴨 3-36-6 

共同計画ビル 7 階 

電話番号：03-3910-7263 

FAX：03-3910-2800 

メール：hosho@jard.or.jp 

 ところでアマチュア無線家にとって、もっとも注目

されるのは保証を受ける場合の料金体系だろう。

JARD は「保証を受ける送信機の台数により保証料

が異なります」と案内している。具体的には次のと

おりだ（ブースター等を接続しない技適機種のみ

場合、その送信機は保証を受ける必要がなく、台

数にはカウントされない）。 

★無線局の免許申請（開設）の場合 

・1 台のみ：4,000 円（税込） 

・1 台を超え 5 台まで：6,000 円（税込） 

・5 台超え：8,000 円（税込） 

注：同一の出願者で、過去 2 年以内に保証を受け

た送信機と同一の送信機で保証を受けようとする

場合は、総数から除いてください。ただし 低の台

数は 1 台とします。 

★変更の場合 

・1 台のみ：3,000 円（税込） 

・1 台超え：5,000 円（税込） 

★設置場所変更の場合 

・台数に関係なく 1 件：2,500 円（税込） 

注：同時に無線設備を変更しようとする場合は、

「変更の場合」の保証料のみとなります。 

 ちなみに従来からアマチュア局の保証業務を行

っている TSS 株式会社の場合は、台数に関係なく

「開局：4,800 円、変更：3,000 円（いずれも税込み）」

となっている。 

 すなわち、開局時は送信機 1 台の保証を受ける

なら、JARD は TSS よりも 800 円安くなるが、それ以

上の場合は 1,200 円～3,200 円高くなる。また変更

時は送信機 1 台の保証を受けるなら TSS と同額だ

が、それ以上は 2,000 円高くなる。 

 これまで、アマチュア局の保証業務は TSS 株式

会社のみが実施してきたが、JARD の参入によりア

マチュア無線家にとっては選択肢が増えることにな

る。 

 

無線従事者養成課程の拡大を決定 

無線従事者養成課程の対象を第二級アマ

チュア無線技士へ拡大 

 総務省は、無線従事者養成課程の対象を第二

級アマチュア無線技士へ拡大するための無線従

事者規則の一部を改正する省令案について、電

波監理審議会（会長：前田 忠昭 東京瓦斯株式

会社顧問）に諮問し、原案を適当とする旨の答申

を受けました。 

 また、同省令案及び関係告示等の改正案につい

て、平成 26 年 9 月 18 日（木）から同年 10 月 20 日

（月）までの間、意見募集を行ったところ、41 件の

意見の提出がありましたので、提出された意見及

びそれらに対する総務省の考え方を公表します。 

1 改正案の概要 

 無線従事者資格の免許は、無線従事者国家試

験に合格した場合のほか、養成課程を修了した場

合にも受けることができます。 

 養成課程制度は、一定の授業を受けた上で修了

試験に合格することにより資格を取得できる制度で

あり、教室に集合して行うことを想定していたことか

ら、受講に支障がないよう、授業内容が比較的限

られた範囲となる下位の資格を対象として運用さ

れてきました。 

 特に、アマチュア無線は、金銭上の利益のため

でなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自

己訓練、通信及び技術的研究の業務のために行

ういわゆる趣味の無線であることから、受講者にと

って学業や職業に優先して長期間の養成課程を

継続して受講することは困難であると想定されるた

め、短期間で修了できる第三級及び第四級アマチ

ュア無線技士に限り養成課程が導入されています。 

 一方、総務省では、平成 24 年度に無線従事者

規則（平成 2 年郵政省令第 18 号）を改正し、平成

25 年度から養成課程に e ラーニング制度を導入し

ました。これにより、これまでの集合型の授業によら

ず、パソコンや DVD を活用した授業や電気通信回

線を利用した遠隔授業等も可能となり、養成課程

を受講するための制約が一定程度緩和されること

となりました。 

 以上を踏まえ、アマチュア無線技士の養成課程

の対象資格の拡大を検討する環境が整ったことか

ら、第三級アマチュア無線技士の直近上位の第二

級アマチュア無線技士に拡大することについて意
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見を募集した結果を踏まえ、第二級アマチュア無

線技士を養成課程の対象とすることとしました。 

 あわせて、養成課程においては、同時受講型授

業の場合の授業日等について、柔軟に設定できる

よう見直しを行うほか、学校等認定基準の一部を

緩和することとしました。 

2 答申及び意見募集の結果  

(1)本日、電波監理審議会へ無線従事者規則の一

部を改正する省令案について諮問し、原案を適当

とする旨の答申を受けました。 

(2)平成 26 年 9 月 18 日（木）から同年 10 月 20 日

（月）までの間、無線従事者規則及び関係告示等

の一部改正案について意見募集を行ったところ、

41 件の意見の提出がありました。提出された意見

及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙 の

とおりです。 

3 今後の予定 

 電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を

踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定で

す。 

 なお、施行日は、平成 2 年郵政省告示第 273 号

（総務大臣の認定を受けた学校等を卒業した者が

無線従事者国家試験を受ける場合における試験

の免除を定める件）の一部を改正する告示及び平

成 2 年郵政省告示第 279 号（学校等の認定基準

を定める件）の一部を改正する告示については公

布の日、その他の省令等については平成 27 年 4

月 1 日とする予定です。 

 

アマチュア無線を防災に活用 

愛好家と自治会 初の訓練 

 
無線で避難所の様

子を確認 

 

 

 

 

大町自治連合会（秋本民雄会長、９自治会、約

２４００世帯）は 10 月 19 日、地元のアマチュア無線

クラブと連携した初の防災避難訓練を実施した。 

 訓練に参加したのは「鎌倉大町非常通信アマチ

ュア無線クラブ」（菅尾成彦会長）のメンバー。同ク

ラブは、東日本大震災で固定電話や携帯電話の

ほか、メールなども通じにくくなったことから「不特

定多数に同時に発受信できるアマチュア無線の特

徴を防災に活かそう」と２０１１年 11 月に市内の愛

好家らが発足させた。現在は 22 人の会員がネット

ワークづくりや勉強会の開催を続けている。 

訓練当日、参加者は午前 10 時のサイレンを合

図に、５カ所の避難所へ移動を開始。初期消火や

担架搬送の訓練なども行われた。 

妙本寺と大町ふれあい広場の避難所にはアマ

チュア無線機が設置され、会員が参加人数や訓

練内容について連絡を取り合った。同クラブでは

「今後も自治会や行政との連携を深めていきたい」

としている。 

訓練に参加した男性は「災害が起こった時に

も大切なのは正しい情報。多様な通信手段がある

ことは、いざという時に心強い」と話していた。 

 

｢SIM フリー義務化｣でも MVNO を

阻む 3 要因とは 

競争環境の推進は限定的になりそう 

総務省は 10 月 31 日、2015 年 5 月以降、SIM ロ

ック解除を義務化することを盛り込んだ「SIM ロック

解除に関するガイドライン」の改正案を発表した。 

SIM ロックとは、携帯電話の電話番号などを識別

する SIM カードを、他の携帯電話会社の端末に入

れても利用できないようにすること。日本の携帯電

話キャリアは SIM ロックを基本としてビジネスを行っ

てきた。この機能を解除し、どのキャリアに移行して

も、SIM カードを差し替えるだけで、端末をそのまま

利用できるようになるのが SIM ロック解除だ。 

総務省は、2011 年から SIM ロック解除に関する

ガイドラインを発効。各社とも一部機種での SIM ロ

ック解除に応じてきたが、人気機種である iPhone

については、各キャリアとも SIM ロックのままとして

いた。 

今回の総務省の SIM ロック解除義務化は、

iPhone を含めて SIM ロック解除が実施されることに

なり、業界内では、国内で 3800 万台以上といわれ

る iPhone のユーザーが、SIM ロック解除の機種へ

と移行するとも試算でき、MVNO（仮想移動体通信

事業者）にとっては、大きなビジネスチャンスとの期

待も高まっている。 

SIM ロック解除は無償で 
また、これまでは有償で SIM ロック解除に対応し

ていたが、新たなガイドラインでは無償で対応する

ことも盛り込んでいる。 

総務省では、「ICT サービス安心・安全研究会」

と「情報通信審議会 2020－ICT 基盤政策特別部

会」の議論で「利用者の求めに応じて迅速、容易

かつ利用者の負担なく解除に応じることが適当」と

されていることを理由に義務化に踏み出すことを明

言。さらに、10 月 31 日に打ち出した「モバイル創
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生プラン」においても、モバイルサービスの料金低

廉化、サービス多様化に向けて早期に実行するべ

く、SIM ロック解除を推進することに言及しているこ

とが今回のガイドライン改正案の背景にあると説明

している。総務省では、12 月 1 日までに意見を公

募し、それを経て、義務化を開始することになる 

SIM ロック解除の動きは、MVNO には確かに追

い風だ。ユーザーにとっても、MVNO が提供する

SIMカードを利用することで、安い料金でiPhoneが

利用できるといった仕組みが生まれることは大きな

メリットだといえる。 

だが、「SIM ロックが解除されても、MVNO の広

がりを加速させるには、3 つの課題がある」と、

MVNO 大手の日本通信の三田聖二社長は指摘

する。 

現状の MVNO の市場シェアは 1.1％ 

三田社長は、「当社は 2 年前に格安データ SIM

を投入したが、現時点でも MVNO 市場はわずか

1.1%。アーリーアダプター層の利用に留まり、マジ

ョリティ層には広がっていない。小さな池のなかで

100 社以上の企業が競争している状況。社会に対

して、なにも影響を及ぼしていない」と前置きし、そ

の背景には、MVNO への移行を十分に促進でき

ない 3 つの理由があるからだ」と指摘する。この 3

つの課題は、来年 5 月に SIM ロック解除が義務化

されても、大きな課題を生むことになりそうだ。 

3 つの課題のひとつめは、電話番号をそのまま

に移行できる MNP（モバイル・ナンバー・ポータビリ

ティ）において、MVNO では手続きに時間がかかる

という点だ。 

現在、MNP で申し込むと、NTT ドコモ、KDDI、ソ

フトバンクモバイルの 3 つのキャリア間では、その

場で SIM を書き換えて、すぐに利用できるようにな

る。しかし、MVNO に MNP を申し込んだ場合、

MVNO 側で SIM カードを書き換えて、その SIM カ

ードがユーザーのもとに到着するまでに 2～3 日か

かるというのが実態だ。その間、ユーザーはスマホ

を使えないという問題が発生する。このご時世に、

2 日間も通話ができないという状況が生まれること

はあり得ない。それが MVNO へのＭＮＰによる移

行に二の足を踏ませている。SIM ロックが解除され

ても、MVNO に MNP で移行する人が限定的にな

ると予測される理由はここにある。 

日本通信では、今年 2 月には NTT ドコモに対し

て、HLR および HSS の相互接続を申し入れている。

HLR および HSS が相互に接続されることで、MNP

契約の際にもリアルタイムで SIM カードを書き換え

ることが可能になる。当然、NTT ドコモとの相互接

続が実現すれば、KDDI やソフトバンクモバイルと

も同様の申し入れを行うことになるだろう。この環境

整備が SIM ロック解除による動きを活性化させるに

は不可欠というわけだ。 

2 つめは、今年 7 月から各社がスタートした通話

定額制の存在だ。 

現在、キャリア 3 社は横並びで通話定額料として

2700 円を打ち出している。この結果、通話利用が

多いユーザーの場合、MVNO よりもキャリアと契約

した方が安いという結果になっている。 

「月 5000～6000 円の通話利用者の場合は、

MVNO との契約よりも、キャリアとの契約の方が安

い。これは、2700 円の通話定額料金と同じ価格設

定では、MVNO には回線が卸されていないのが理

由。日本通信では、今年 7 月に NTT ドコモに音声

網の相互接続申し入れを行い、格安通話定額の

実現に取り組んでいく」と説明する。 

音声利用が多いユーザーにとって、MVNO 契約

のメリットがないようでは、やはり SIM ロック解除の

効果は限定的と言わざるを得ない。 

キャリアのようなサポートができない 

そして、3 つめには、MVNO にはキャリア各社の

ような直営ショップがなく、安心で信頼できるサポ

ートが提供できないという点だ。 

自分で SIM カードを入れ替えるというのは、一般

ユーザーにとっては、まだ慣れない作業だといえる。

そのため、疑問点などについては、直接店舗で聞

くことができる環境があるのが 適だろう。キャリア

側では全国規模で直営店を展開。サポート体制に

おいて、MVNO との差は歴然だ。 

この課題の解決には、MVNO 側の努力が必要

だろうが、市場構成比がわずか 1%という状況では、

そこまでの投資ができないのも実状だ。 

日本通信の場合、10 月 1 日から iPhone SIM フ

リーコールセンターを開設し、電話サポートを通じ

て、iPhone における日本通信の SIM カード利用に

対する不安を解決することに取り組んでおり、

「iPhone SIM フリーコールセンターは約 1 カ月を経

過したが、いい反応がある」という。 

日本通信の福田尚久副社長は「この 3 つの課題

が解決されない限り、SIM ロック解除が義務化され

ても、MVNO は広がらない」と繰り返し指摘する。 

日本通信の言い分は、説得力のあるものだ。キ

ャリア間の移行が促進されるだけでは、SIM ロック

解除の義務化による競争促進効果は限定的なも

のに止まる可能性がありそうだ。 

 

 


