
 

2018 年 09 月 01 日 発行 秋号  通刊 364 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page１ 

追悼 

原昌三さん  元日本アマチュア無線連盟会長、元

日本馬術連盟会長 

「ハローＣＯ」と無線で呼びかけ、見知らぬ人と交

信を楽しむアマチュア無線。「ハム」と呼ばれる愛好

家たちを束ねる日本アマチュア無線連盟（ＪＡＲＬ）の

会長を、1970 年から 42 年にわたり務めた。「戦後の

電子立国の裾野を広げる」との信念のもと、その普及

に力を入れた。 

 小学生の時に鉱石ラジオを作り、その後は短波の

受信機を自作するという定番コースを経て、戦後の

53 年、アマチュア無線局を開局した。戦争で解散し

ていたアマ無線連盟の再結成に参加、70 年の会長

就任時は 43 歳の若さだった。   

「数は力なり」が口癖だった。「トンツー」と呼ばれる

モールス信号を学はなくても資格が取れるよう奔走す

るなど、大衆化路線を貫いた。この結果、ハムは小、

中学生や高校生、若者、女性にも拡大。70 年代半

ばにはアマチュア局が 30 万局を超え、一時は世界

最大のハム王国となった。 

｢無線｣｢馬｣｢船｣世界を股 

86 年、親交があったハムの小渕恵三元首相の支

援で、アマチュア無線用人工衛星の打ち上げに成功

した。アマチュア局は 90 年代半ばの１３６万局をピー

クに、携帯電話の普及などで激減。若者にどう無線

に興味を持ってもらうかを晩年まで考えていた。 

 通信機器メーカーの老舗 「アイコム」の創業者で

現会長の井上徳造氏（87）は「電気関係の会社なら

昔はどこにも新卒者にハムがいて、技術の底上げに

役立っていた。原さんという、技術に通じ、人脈と政

治力を持ち、しかも大所高所から判断できる人物が

ハムのトップにいたのは幸運だった」と振り返る。 

 もう一つの趣味たった馬術は、旧制中学時代に始

め、早稲田大学でも馬術部に入った。無線をやって

いたおかげで、大学入学時、電気工学科で学ぶ知

識も技術も既に習得しており、馬術の練習にあけくれ

ることができたという。 

トランシーバーを手に交信する原昌三さんコールサイン

はＪＡＩＡＮたった（2016 年３月３日、東京都豊島区の日

本アマチュア無線連盟で 

50 年の愛知国体、51 年の全日本馬場馬術選手

権で優勝。その後、日本馬術連盟の会長を 93 年か

ら４期８年。日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）委員も歴

任した。この間、地方の大会から五輪に至るまで、欠

かさず顔を出した。 

 ＪＯＣ会長で国際馬術連盟名誉副会長の竹田恒和

氏（70）は「私か選手だった頃、大会で審判長をされ

ていた。五輪代表に選ばれた時は、馬術連盟の幹部

として指導していただいた。今の日本の馬術界の基

礎を作った」と話す。 

 三菱重工業で技師長を務めた本業の「造船」でも、

随所で歴史に名を残す。戦後の国産自衛艦の開発

に携わり、南極観測船「ふじ」の通信システムを設計

した。無線、馬術、造船、各分野で海外に人脈を持

ち、世界を股に掛けて活躍した。 

 

総務省、中古スマホの「SIM ロック

解除」義務化へ 

来年 7 月、通信会社の選択自由に 



 

2018 年 09 月 01 日 発行 秋号  通刊 364 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page２ 

中古スマホがより利用しやすく？ 

中古スマートフォン（スマホ）市場が拡大する中、総 
務省が、2019 年 7 月に中古スマホの「SIM ロック解除」

を通信大手 3 に義務付ける方向で調整していること

が分かりました。解除が義務付けられれば、消費者は

中古スマホでも手軽に格安通信会社のサービスを利

用しやすくなり、利便性の向上が見込まれます。 

 格安通信会社は、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク

の通信キャリア大手 3 社から回線を借りて、通信・通

話サービスを提供しています。利用する会社やサー

ビス内容にもよりますが、大手に比べ半額以下の料

金で利用できるのが特徴です。 

 ただし、大手キャリアで購入したスマホについては

一定期間の利用を条件に「SIM ロック解除」の手続き

が行えますが、リサイクルショップなどで販売している

中古スマホについては現在、SIM ロック解除が行えま

せん。例えば、NTTドコモの端末が中古で流通しても、

ソフトバンクの回線を借りている格安通信会社では使

えないことがほとんどでした。 

 解除が義務付けられれば、例えば、NTTドコモの端

末であれば NTT ドコモの営業所で、ソフトバンクの端

末であればソフトバンクの営業所で SIM ロック解除が

でき、あらゆる通信会社のサービスが受けられるよう

になります。 

 総務省は、通信事業者が中古端末の SIM ロック解

除に応じる義務などを盛り込んだ「モバイルサービス

の提供条件・端末に関する指針」改正案について、6

月 7 日～7 月 6 日にパブリックコメント（意見公募）を

実施。料金サービス課の担当者は「現在、パブリック

コメントの結果を分析しています。特に大きな反対が

なければ、年内にも、中古スマホの SIM ロック解除の

義務化を正式に打ち出す予定」と話しています。 

 

【戦争の暗号から生活の暗号へ】 

巨大情報共同体の誕生と暗号の市民

化 

 日露戦争前やワシントン軍縮会議で他国に解読さ

れていた日本の暗号電文。ポーランドの技術協力に 

イギリス・ブードの英政府通信本部（GCHQ）の傍受施

設（写真） 

よって、日本の暗号理論は発展を遂げましたが、そ

れはどのような影響を後の世に残したのでしょうか。  

米英情報協力と巨大情報共同体の誕生 

 日本の暗号が世界史に大きな影響を及ぼし、その

影響が現在もなお続いている例がある。  

 太平洋戦争勃発前の 1940 年。日本の外務省は在

外公館との電文に九七式欧文印字機を使用し始め

ていた。この暗号装置は、米陸軍のコードネーム「パ

ープル」の方がよく知られている。  

米国立暗号博物館に展示されている九七式欧文印字

機（パープル）（パブリックドメイン画像） 

この新しいパープル暗号の導入により、イギリスは

日本の外交電文を解読できなくなった。当時、ドイツ

と戦争下にあったイギリスは、エニグマ暗号の解読に

は成功していたが、パープル暗号の解読は後回しに

なっており、1941 年 2 月に日本が英領マラヤに侵攻

するという噂が流れた際は、日本の意図を把握でき

ずイギリス政府がパニックになったという。  

一方、アメリカ陸軍は 1940 年後半にはパープル暗

号の解読に成功していた。この情報を入手したイギリ

スは、アメリカに暗号情報を含む情報共有を申し出る。

国家の最重要とも言える機密情報の共有は危険を伴

うものだったが、この申し出は受け入れられ、1941 年

2 月には駐米イギリス大使をアメリカに送り届けた帰り

の戦艦キング・ジョージ 5 世により、アメリカ製のパー

プル暗号解読機とスタッフがイギリスに届けられた。  
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この米英の情報協力は 1942 年 10 月には、日本海

軍の暗号はアメリカ海軍、ドイツ海軍の暗号はイギリ

スと、解読を両国で分担し、その解読情報を共有す

るようになり、更にアメリカ陸軍も含めた情報協定とし

て BRUSA 協定が 1943 年 5 月に結ばれる。  

 この協定が戦後、ソ連を見据えた情報協定である

UKUSA 協定に発展し、1949 年にカナダ、1956 年に

オーストラリア、ニュージーランドを加えた 5 カ国によ

る多国間協定に発展する。これら 5 カ国は「ファイブ

アイズ」と呼ばれ、現在もなお世界規模で通信を傍受

する巨大な情報共同体となっている。軍事通信にと

どまらず、商業通信も傍受するようになり、その傍受

プログラムは「エシュロン」として知られている。  

 もし、日本とポーランドの情報協力がなされず、日

本の暗号理論が遅れたままだったら、ファイブアイズ

は生まれなかったかもしれない。  

蝕まれる暗号 

 2013 年には、米国家安全保障局（NSA）などのファ

イブアイズの情報機関がインターネット上で行ってい

た情報収集活動が、NSA の請負業者職員だったエド

ワード・スノーデンの告発によって明らかになった。こ

のネット上の情報収集プログラムはプリズム（PRISM）

と呼ばれ、多くの IT 企業やインターネットプロバイダ

ーの協力を得て、個人情報の収集が行われていた。  

 また、スノーデンの告発の中には暗号解読に関す

るブルラン（Bullrun）と呼ばれるプログラムもあった。

高性能コンピュータを使用した解読の他、NSA や英

政府通信本部（GCHQ）が IT 企業や標準化団体に

対し、ソフトウェアやネットワーク機器に暗号を「迂回」

する裏口（バックドア）を仕込むよう働きかけていたこ

とが明らかにされた。  

 これは、意図的に脆弱性を設けるもので、場合によ

っては国家組織以外の、犯罪組織やテロリストに悪

用されかねない危険なものだった。実際、2014 年に

発覚したインターネットの標準的な暗号ライブラリ

（OpenSSL）の脆弱性（Heartbleed）では、NSA は脆弱

性が公になる前からそれを知りながら放置し、情報収

集に利用していた疑いが報じられている。  

重要性を増す暗号と暗号化されるイン

ターネット 

 このような国家による民間人の情報収集が明らかに

なって以降、特にインターネット上における暗号の役

割が大きなものになっている。スノーデンの告発では、

NSA も全ての暗号を容易に解読できるわけではなく、

大半の Web ブラウザが非暗号化通信の http を使っ

ている事に注目し、攻撃に利用していたことが明らか

になっている。  

 スノーデンによる告発を受け、インターネット技術の

監督を行うインターネットアーキテクチャー委員会

（IAB）は、2014 年 11 月に「インターネットの信頼性に

関する宣言」を発表し、ネットワーク運用者・サービス

提供者に暗号化通信導入の推進を求めている。  

この積極的な暗号化の動きに対し、多くの事業者

が暗号化対応を急いでいる。特に顕著なのが、今ま

で通信の内容によって暗号化と非暗号化を分けてい

た Web サイトの通信を、全て暗号化通信にする取り

組みだ。大手のサービス事業者は、これをほぼ成し

遂げている。また、Google が今年 7 月 24 日に公開し

たばかりの Web ブラウザ「Chrome 68」では、暗号化さ

れていない全てのサイトに警告が出るようになってお

り、利用者に注意を促すようになった。 

Chrome68 での暗号化通信（上）と非暗号化通信（下）の

表示の違い（筆者スクリーンショット作成） 

 今や、インターネット上の通信は、全てが暗号化さ

れようとしている。  

進歩する解読技術と暗号 

 しかし、このような暗号化の推進の一方で、解読技

術も進歩している。近年、発展しつつある量子コンピ

ュータにより、従来の暗号が簡単に解読されてしまう

恐れが出てきている。実際、NSA が量子コンピュータ

開発に多額の資金を投じていることがスノーデンの告

発で明らかになっており、量子コンピュータの解読に

も耐える「耐量子計算機暗号」の標準化は、将来の

通信の秘密を守るために欠かせない。  

 このため、世界の標準暗号に大きな影響力を持つ

米国立標準技術研究所（NIST）では、量子コンピュ

ータ時代を見据えた「ポスト量子暗号標準化計画」を

始め、世界中から耐量子計算機暗号を募集し、2018

年 1 月に書類選考を通過した 69 の候補が公開され

た。その中には、情報通信研究機構（NICT）の

LOTUS など日本のチームが提案したものも含まれて

いる。今後、3～5 年をかけて評価が行われ、選定作

業が進められるという。  

 もっとも、NIST も暗号に欠かせない乱数生成アルゴ

リズムについて、NSA がバックドアを仕掛けたものを

標準化したことが分かっている。新たに標準化される
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暗号についても、第三者機関による脆弱性評価とい

った、より高い透明性を求められるかもしれない。  

 これまで振り返ってきた暗号の歴史は、外交や軍事

といった限られた分野で使われてきた高度な暗号が、

市民化していく過程であったと言えるかもしれない。

そして、国家による情報収集が市民の通信に対して

も行われ、犯罪組織がネット上の個人の財産や情報

を狙うようになった今、ますますその意味は増してい

る。  

 

2,980 円で真空管の味を楽しめる

プリアンプ｢TUBE-00J｣ 
 ビギナーによし、音の傾向をチューニングしたいベ

テランにもよし！ 

淡く仄かな光が美しい真空管アンプですが、どれも

高いし、パワーアンプが入っているものだとアチアチ

になりすぎ。夏に使うにはちょっと抵抗があります。 

だったらプリアンプだけを真空管にしちゃえばいいじ

ゃない。この｢TUBE-00J｣とかどうですか。新品でお

値段 2,980 円と激安特価ですよ。 

実際のところは、オペアンプ（入力段）と真空管（出力

段）のハイブリッド構造です。でもオペアンプも真空

管も交換可能なので、音をシャープにする・マイルド

にするといったチューニングが可能です。どのパーツ 

を使えばどんな音になるかは試してみないとわからな

いので、ベテラン向きの遊び方なんですけどね。 

さてプリアンプゆえに、ヘッドホンやスピーカーを駆

動させるにはヘッドホンアンプ・パワーアンプが必要

です。でもアクティブスピーカーであれば直結できま

すよ。フォノイコライザー内蔵ターンテーブルと組み

合わせるのもよさそう。ミニマムな真空管アンプ環境、

楽しんでみませんか。 

 

ゼブラ、にじみにくい蛍光ペン 

ゼブラ、にじみにくい蛍光ペン「ジャ

ストフィット モジニライン」を発売 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゼブラは 8 月 10 日、ボールペンの文字がにじまな

い新しいインクを搭載した蛍光ペン「ジャストフィット 

モジニライン」を全国の文具取扱店で発売した。 

従来の蛍光ペンは、ボールペンで書いた文字の

上から引くとボールペンのインクがにじんでしまう欠

点があった。ジャストフィット モジニラインはインクの

中に新成分を配合し、イオンの力で水性ボールペン

インクをにじみにくくした蛍光ペン。価格は 108 円(税

込)。インク色は「ピンク」「オレンジ」「黄」「緑」「青」の 5

色。線の太さは 3.5～4mm。 

 

運転免許証の有効期限、西暦表記

に  
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 警察庁は２日、運転免許証に記載されている年月

日のうち、有効期限の部分を元号から西暦表記に変

更する方針を決めたと発表した。外国人の免許保有

者の増加などを背景に、よりわかりやすくするのが目

的と説明。来年５月の改元とは「直接関係はない」とし

ている。 

 警察庁は、有効期限に「平成」の文字を記載しない

とする道路交通法施行規則改正案をまとめ、６日から

パブリックコメントを募った上で改正する方針。システ

ム改修などの準備に伴い都道府県警ごとに異なるが、

来年３月ごろから発行される運転免許証で西暦表記

が始まる。生年月日や交付日、免許種別ごとの取得

日はこれまで通り元号で表記する。  

外国人の運転免許保有者数は年々増え、昨年末

時点で約８６万８千人。全保有者の１％超という。 

 政府は、改元後も行政手続きで使用する証明書や

書類は元号表記を継続する方針を示している。警察

庁は運転免許証について「基本的に元号を使うこと

に変わりはなく、あくまで例外的な変更」と説明してい

る。既に有効期限が西暦で表記されているマイナン

バーカードも参考にしたという。 

 

ＬＩＮＥ誤送信、消せる手段も 

 無料通話アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」を家族や友人など

との連絡に使っている人は多い。だが、間違って別

の人にメッセージを送ってしまった経験はないだろう

か。こうした誤送信は、早めに対処すれば取り消せる

ものもある。   

「仕事を『体調不良』と偽って（休んで）彼氏とデー

トに行き、デートの写真を会社のグループラインに誤

送信した」「友 
達に送るはずの旦那の不満をそのまま旦那に送って

しまった」 ＬＩＮＥの運営会社が利用者から募集した

誤送信の実例には、思わず冷や汗が出そうなものが

並ぶ。 

こうした事態を防ぐため、同社は昨年 12 月、24 時

間以内に送ったメッセージや画像などを、自分と相手

の画面から消せる機能を導入した。消したいメッセー

ジを長押しし、「送信取消」を選べばよい。「削除」を

選ぶと自分のスマートフオンからは消えるが、相手側

には残ったままなので注意が必要だ。また、受信時

の通知にメッセージが表示される機種もあり、これは

「送信取消」でも消せない。 

 対策として、相手ごとに画面の背景を変え、見分け

やすくすることが効果的だ。「トーク設定」の「背景デ

ザイン」から選べるので活用したい。 

 このほか、Ｇｍａｉｌなどのメールサービスでも送信の

取り消しが可能なものがある。覚えておくと安心だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜カゴ車＞宅配急増の裏で労災事

故年間１０００件以上 
 

 
通称「カゴ車」  

 ネット通販の普及などで、全国で取り扱われ

た宅配個数は２０１６年度、４０億個の大台を突

破した。多忙を極める物流の現場では、効率

よく大量の荷物を運べる格子状の台車、通称

「カゴ車」が活用されている。しかし、死傷事故

も起きており、労働局や専門家は使用上の注

意を呼びかけている。【堀和彦】 

 「もうこんな仕事は辞めて、トラックから降りた

い」。千葉県に住む女性（４７）は、宅配便大手

の協力会社の運転手だった夫（当時５１歳）が

漏らした言葉を思い出すたび、悔しさがこみ上
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げてくるという。夫は昨年３月、東京都内の集

配センター付近で、カゴ車の下敷きになり、死

亡した。 

 大手通販サイトの荷物を扱うことが多く、その

日も飲料水の段ボールがうずたかく積み上が

る状態だったという。女性の夫は、荷物が満載

のカゴ車をトラックで別の拠点に運ぶ業務を担

当。一人で搬入作業をしていたが、何らかの

影響でカゴ車のバランスが崩れた。 

 カゴ車の正式名称はロールボックスパレット。

荷物を効率的に運ぶことができ、物流ネットワ

ークの現場で欠かせない資材だ。荷物を満載

すると高さ２メートル以上、重量は５００～６００

キロになるとされる。視界が遮られた状態で動

かす作業が求められるが、不慣れな使用実態

もあるという。 

 全国の陸上貨物運送事業（陸運業）の労災

事故は昨年、１万４７０６件で１６年ぶりの高水

準を記録した。神奈川労働局の管内は９年ぶ

りに９００件を超えた。同局は今年３月、物流大

手の県内支社に、局長名で要請文を出した。

神奈川県内の事故のうち大手が占める割合が

上昇していることから、その抑制を求める内容

の要請文で、その中でカゴ車の労災防止対策

についても「抜本的な見直し」を促した。 

 カゴ車を含む「人力運搬機」による労災事故

は昨年、全産業で４３００件近く発生し、１０年

間で８００件ほど増えた。だが、カゴ車は統一さ

れた名称がなく国の労災統計にも区分がない

ため、正確な事故の実態は把握されていない。 

 労働安全衛生総合研究所は、０６年に起きた

休業４日以上の労災から抽出調査を実施し、

陸運業を中心に年間で１１１５件が、カゴ車が

絡む労災事故にあったと推計した。同研究所

研究員の大西明宏さんは「適切な使い方が社

内で教育されているか疑問だ」と語る。事故は

倒壊や手足を挟まれる事例が目立ち、調査で

は作業経験１年未満の労働者の労災が半数

近くを占めた。大西さんは「歩道などの僅かな

段差や傾斜も危険だが、最近は小型スーパー

など荷さばき場が狭い現場などが多く、改善が

必要」と話す。 

 同研究所と厚生労働省は全国の労働者向

けに「労災防止マニュアル」を作成。作業時に

ヘルメットや手袋、安全靴の着用を義務付け

て、段差や傾斜に細心の注意を払うよう呼び

かける。「押し」「引き」「よこ流し」といった操作

方法も細かい解説をつけた。 

 「いつか（荷物に）つぶされるかもしれない」。

子どもの学費のために数年前ほど前から働き

始めたが、女性の夫はそう不安をうち明けるこ

ともあったという。女性は再発防止の徹底を願

っている。 
 

１．２G レピータの停波 
 

メーカーが解散して消滅したので、機材の修理が

不能になりましたので、仕方なく停波する事と致しま

した。 

 

アマチュア無線フェスティバル 

8 月 25 日（土）と 26 日（日）に開催されている「アマ

チュア無線フェスティバル（ハムフェア 2018）」 

 

陸上自衛隊の非常災害車両を展示されいました。 

自衛隊車両後部に搭載された無線機です。 

 

 

 


