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　とりあえず今まではケータイでごまかし
てきたのですが、ケータイが壊れて通話で
きない事態に直面した結果、一応バックア
ップ体制も用意したほうが良いだろうと判
断し、イエデンを設置することにしました。
　回線についてはアナログ回線を新たに引
く、光回線のひかり電話を引く、IP電話
を引く、ケータイをイエデンにする、とい
った選択肢がありますが、光ファイバ引い
てるのにアナログ回線引くのもどうよ、と
思うじゃないですか。仮に施設負担金がな
いライトプランで考えると、川越は二級局
なので月額基本料金が1,850円。これに
ナンバーディスプレイ400円をつけると
2,250円。一方 iijmioのみおふぉんは、追
加 sim 一枚あたりが400円、音声通話
機能が700円で、都合1回線あたり月額
1,100円。みおふぉんなら、同じ金額で

2回線確保できることになります。しかも
アナログ回線だと市外通話は、あらなつか
しや距離課金になる（距離課金の通話なん
て、20世紀以来かけたことないですね ...）
ということもあり、ちょっと積極的に選ぶ
理由はありません。強いていうなら緊急通
報をはずせるかどうかがポイントでしょう。
今回はあくまでバックアップ回線という前
提で考えたため、緊急通報はケータイに依
存する、ということでアナログ回線は却下
としました。
　次にでてくるのがひかり電話ですが、こ
ちらは最低月額500円とナンバーディス
プレイ400円で900円。みおふぉんより
は安くなってますが、みおふぉんはパケッ
ト通信できるという事を忘れちゃいけませ
ん。というか、ナンバーディスプレイが回
線維持費の80%、月額料金の44%を食

うというのがちょっと今更何いってんだか
状態。というわけで、緊急通報機能に未練
はあるものの、コスト見合いで却下としま
した。
　となると、残りの選択肢は050な IP電
話か、ケータイをイエデンにするかという
ことになりますが、ケータイをイエデンに
してしまうと、ケータイが輻輳した時にバ
ックアップ回線が皆無な状態になってしま
います。というわけで、結局050な IP電
話を前提として選ぶことにしました。
　050 な IP 電 話サービスとしては、
050plusとか、IP-Phone SMART（以下、
長いので fusion）とか、まあ色々あるわけ
ですが、色々考慮の上050plus を選択し
ました。
　fusionだと月額利用料金は無料ですむよ
うですが、通話する場合に固定電話も携帯

「イエデンの少子化問題」 坂口  裕靖　

　アインシュタインが古典物理の雄たる一般相対論を発表したの
が1915年から1916年にかけてであった。一方、量子論の方
はプランク仮説が1900年12月、アインシュタインの光量子
仮説が1905年、ボーアの量子条件が1913年、ゾンマーフェ
ルトの量子条件が1915年～1916年。つまり、2016年と
いう年は、一般相対論と量子論の萌芽から約一世紀が過ぎた時点、
あるいはそれまで盤石と思われた古典物理による描像が崩壊して
から約一世紀と考えることができる。実際に量子論が確たるもの
となるには、もう四半世紀ほど必要としたわけだし、一般相対論
がウェアラブルデバイスのレベルに落ちてくるまでにはさらに数
十年が必要ではあったのだが。
　さて、そういう年に公開された「君の名は。」がヒットを記録
した。現時点でネタバレがどれくらい問題になるかは不明だが、
この作品は淡いファンタジーという言い方ができるし、そこでと

どめておくこともできるようになっている。しかしながら、相対
論が扱う世界線の描像、量子論が扱うエンタングルメントの問題、
あるいは量子論的描像が紡ぎ出す多世界解釈を背景として描かれ
た、骨太な物語として解釈しても破綻がないように構成されてい
る。むしろ、淡いファンタジーを成立させるツールとして物理的
描像が注意深く駆使されているため、不思議な何かですべて解決
としてしまうことが可能なファンタジー色を回避しているところ
が素晴らしい。これは、20世紀初頭に発見された、世界に対す
る新たな見方が、一般大衆の中にすんなり溶け込めること、物語
として違和感がなく受け止められうることを意味しているのでは
ないだろうか。我々は世界線の物語を淡いファンタジーと受け止
められるようになるまで、1世紀を費やしたということだ。だか
ら、キーアイテムはエンタングルメントされた世界線の象徴とし
て、赤い糸の組紐なのであろう。
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電話も30秒8円という料金になります。
ほぼほぼ待ち受けならゼロコストで運用可
能、仮に電話するとしてもケータイよりは
安く済むという感じでしょうか。一方で
050plusだと、月額利用料が300円かか
るかわりに、固定電話は3分8.64円です
みます。固定電話に20分程度電話するな
ら、こちらの方が安くなる計算です。もう
一つ大きな違いとして、fusionは契約する
電話番号を選べない（リセマラやれば選べ
るのかしら？試してませんが ...）のに対し、
050plus は下4桁を選べます。といって
完全に任意というわけではなく、空いてる
番号しか選べないのではありますが、それ
でも選択可能であることはメリットでしょ
う。
　というわけで、物理回線はインターネッ
トのアクセスラインをつかい、電話サービ
スは050plus を使うことに決めました。
次の問題は端末の選択ということになりま
す。
　当初、IP電話の端末そのもので行けない
かと考えたのですが、どうも050plus を
SIPで使おうとすると、二つの壁があるよ
うです。一つがSIPパラメータ入手の壁で、
この部分はカジュアルユーザーがカンタン
に入手できるようにはなっていません。と
いうか、そもそも050plusのサービス自体、
デフォルトで提供されるアプリ以外からの
接続を前提とはしておらず、独自のSIPフ
ォンで接続・運用することは自己責任とい
うことになります。ありがたいことにネッ
ト先達の方々の解析により、入手方法が判
明してまして、特に問題なく取得できまし
た。もう一つの壁はプロトコルの問題で、
SIPトランスポートがTLSである必要が
ありますが、一般的なSIPフォンでTLS
に対応しているものは多くありません。従
ってイエデンとして使うためには、TLSで
SIP接続できる環境を用意する必要があり
ます。
　このあたりもネットの先達が血やら汗や
ら涙やらを流して判明してくれた情報によ
り、Grandstreamの HT70x シリーズで
あれば、問題なく接続できることがわかり
ました。とりあえず1台だけ接続できれば
いいので、最も安いHT701で充分、とい

うことになります。アマゾンプライムで注
文して、翌々日にはHT701が手に入りま
した。
　あとは、接続する電話端末を入手する必
要があります。HT701はアナログ回線を
IP電話に変換する機能を持ってますから、
そこらのアナログ電話を買ってくれば良い
わけです。もはや楽勝ですね、と思ったの
ですがこれが甘かった ...
　今時イエデンを購入するのは情弱と相場
が決まっており、ヨドバシカメラ西口店と
言えども、その荒波に抗うことはできない
のでした。買いに行った時期が電話が売れ
るタイミングというのもあったかもしれま
せんが、まず殆どの機種が在庫切れ。いや、
正確には在庫はあるかもしれないし、ない
かもしれないのですが、とにかくレジに持
っていく紙切れが片っ端からなくなってま
した。どうせ売れないし、買わないから補
充もしていなかったのでしょう。そりゃ買
いに行ったとき隣にいたお客さんはかなり
お年を召した女性で、「faxなんかつかわな
いんで、最低限の機能があればいいんです
が」と店員に何度も繰り返して商品選びを
せがんだ結果、順当な端末と予備の感熱紙
を買って帰っていったぐらいです。使わな
いなら感熱紙いらんだろ。そりゃ積極的に
在庫も確認しませんわな。
　要件から親子電話である必要はなかった
のですが、今更コード付きの電話を選ぶ積
極的理由がありません。親機がコード付き
なら子機の存在理由はあるでしょうが、親
機がコードレスならそのハンドセットを持
ち歩けば良いわけですから、子機は基本的
に不要です。あっ
たらあったで便利
でしょうが、選定
の必須条件にはな
りません。で、子
機なしの端末を選
ぼうとしましたが、
紙切れなし。てっ
きり在庫切れだと
思い、紙切れのあ
る子機2台つきの
型番用紙切れでレ
ジに向かうと、な

んとその型番は在庫切れだという。結局在
庫を探ってもらったところ、最初に欲しか
った子機なしのものは在庫があるというこ
とで、そちらを買って帰りました。よりに
よってヨドバシで、棚と在庫が噛み合って
ないなんて、初めての体験でした。機種が
2013年モデルだったのはご愛嬌。アナロ
グ多難な時代。
　HT701はWebサーバを内蔵しており、
そこからちくちく設定することができるの
ですが、接続するためには IPアドレスを知
る必要があります。このインターフェース
が面白くて、「***」をダイヤルした後、「02」
とダイヤルすると、「ワン、ナイン、ツー、
ダッ ...」と IPアドレスをアナウンスしてく
れます。で、あとはネットの先達がのこし
てくれた手順に従ってぽちぽち入力してい
くことで、無事イエデンが開通しました。
　あとは話中音とかがデフォルトでは米国
仕様になっているので、こちらもネットの
先達の情報によりNTT仕様に音をかえ、
後はRx/Txの出力を調整するぐらいです。
再起動して registered になるまで時間が
かかるのでちょっと心配しますが、気長に
構えてれば大丈夫なようです。ここで受け
のシステムがサーバだったりすると信頼性
が気になりますが、HT701は可動部品ゼ
ロなのでまあ大丈夫でしょう。今後仮に引
っ越すことがあったとしても、番号はママ
で使えるわけですな。というわけで今年も
よろしくお願いします。

Hiroyasu Sakaguchi
（株）IMAGICAイメージワークス
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　とりあえず今まではケータイでごまかし
てきたのですが、ケータイが壊れて通話で
きない事態に直面した結果、一応バックア
ップ体制も用意したほうが良いだろうと判
断し、イエデンを設置することにしました。
　回線についてはアナログ回線を新たに引
く、光回線のひかり電話を引く、IP電話
を引く、ケータイをイエデンにする、とい
った選択肢がありますが、光ファイバ引い
てるのにアナログ回線引くのもどうよ、と
思うじゃないですか。仮に施設負担金がな
いライトプランで考えると、川越は二級局
なので月額基本料金が1,850円。これに
ナンバーディスプレイ400円をつけると
2,250円。一方 iijmioのみおふぉんは、追
加 sim 一枚あたりが400円、音声通話
機能が700円で、都合1回線あたり月額
1,100円。みおふぉんなら、同じ金額で

2回線確保できることになります。しかも
アナログ回線だと市外通話は、あらなつか
しや距離課金になる（距離課金の通話なん
て、20世紀以来かけたことないですね ...）
ということもあり、ちょっと積極的に選ぶ
理由はありません。強いていうなら緊急通
報をはずせるかどうかがポイントでしょう。
今回はあくまでバックアップ回線という前
提で考えたため、緊急通報はケータイに依
存する、ということでアナログ回線は却下
としました。
　次にでてくるのがひかり電話ですが、こ
ちらは最低月額500円とナンバーディス
プレイ400円で900円。みおふぉんより
は安くなってますが、みおふぉんはパケッ
ト通信できるという事を忘れちゃいけませ
ん。というか、ナンバーディスプレイが回
線維持費の80%、月額料金の44%を食

うというのがちょっと今更何いってんだか
状態。というわけで、緊急通報機能に未練
はあるものの、コスト見合いで却下としま
した。
　となると、残りの選択肢は050な IP電
話か、ケータイをイエデンにするかという
ことになりますが、ケータイをイエデンに
してしまうと、ケータイが輻輳した時にバ
ックアップ回線が皆無な状態になってしま
います。というわけで、結局050な IP電
話を前提として選ぶことにしました。
　050 な IP 電 話サービスとしては、
050plusとか、IP-Phone SMART（以下、
長いので fusion）とか、まあ色々あるわけ
ですが、色々考慮の上050plus を選択し
ました。
　fusionだと月額利用料金は無料ですむよ
うですが、通話する場合に固定電話も携帯

「イエデンの少子化問題」 坂口  裕靖　

　アインシュタインが古典物理の雄たる一般相対論を発表したの
が1915年から1916年にかけてであった。一方、量子論の方
はプランク仮説が1900年12月、アインシュタインの光量子
仮説が1905年、ボーアの量子条件が1913年、ゾンマーフェ
ルトの量子条件が1915年～1916年。つまり、2016年と
いう年は、一般相対論と量子論の萌芽から約一世紀が過ぎた時点、
あるいはそれまで盤石と思われた古典物理による描像が崩壊して
から約一世紀と考えることができる。実際に量子論が確たるもの
となるには、もう四半世紀ほど必要としたわけだし、一般相対論
がウェアラブルデバイスのレベルに落ちてくるまでにはさらに数
十年が必要ではあったのだが。
　さて、そういう年に公開された「君の名は。」がヒットを記録
した。現時点でネタバレがどれくらい問題になるかは不明だが、
この作品は淡いファンタジーという言い方ができるし、そこでと

どめておくこともできるようになっている。しかしながら、相対
論が扱う世界線の描像、量子論が扱うエンタングルメントの問題、
あるいは量子論的描像が紡ぎ出す多世界解釈を背景として描かれ
た、骨太な物語として解釈しても破綻がないように構成されてい
る。むしろ、淡いファンタジーを成立させるツールとして物理的
描像が注意深く駆使されているため、不思議な何かですべて解決
としてしまうことが可能なファンタジー色を回避しているところ
が素晴らしい。これは、20世紀初頭に発見された、世界に対す
る新たな見方が、一般大衆の中にすんなり溶け込めること、物語
として違和感がなく受け止められうることを意味しているのでは
ないだろうか。我々は世界線の物語を淡いファンタジーと受け止
められるようになるまで、1世紀を費やしたということだ。だか
ら、キーアイテムはエンタングルメントされた世界線の象徴とし
て、赤い糸の組紐なのであろう。
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電話も30秒8円という料金になります。
ほぼほぼ待ち受けならゼロコストで運用可
能、仮に電話するとしてもケータイよりは
安く済むという感じでしょうか。一方で
050plusだと、月額利用料が300円かか
るかわりに、固定電話は3分8.64円です
みます。固定電話に20分程度電話するな
ら、こちらの方が安くなる計算です。もう
一つ大きな違いとして、fusionは契約する
電話番号を選べない（リセマラやれば選べ
るのかしら？試してませんが ...）のに対し、
050plus は下4桁を選べます。といって
完全に任意というわけではなく、空いてる
番号しか選べないのではありますが、それ
でも選択可能であることはメリットでしょ
う。
　というわけで、物理回線はインターネッ
トのアクセスラインをつかい、電話サービ
スは050plus を使うことに決めました。
次の問題は端末の選択ということになりま
す。
　当初、IP電話の端末そのもので行けない
かと考えたのですが、どうも050plus を
SIPで使おうとすると、二つの壁があるよ
うです。一つがSIPパラメータ入手の壁で、
この部分はカジュアルユーザーがカンタン
に入手できるようにはなっていません。と
いうか、そもそも050plusのサービス自体、
デフォルトで提供されるアプリ以外からの
接続を前提とはしておらず、独自のSIPフ
ォンで接続・運用することは自己責任とい
うことになります。ありがたいことにネッ
ト先達の方々の解析により、入手方法が判
明してまして、特に問題なく取得できまし
た。もう一つの壁はプロトコルの問題で、
SIPトランスポートがTLSである必要が
ありますが、一般的なSIPフォンでTLS
に対応しているものは多くありません。従
ってイエデンとして使うためには、TLSで
SIP接続できる環境を用意する必要があり
ます。
　このあたりもネットの先達が血やら汗や
ら涙やらを流して判明してくれた情報によ
り、Grandstreamの HT70x シリーズで
あれば、問題なく接続できることがわかり
ました。とりあえず1台だけ接続できれば
いいので、最も安いHT701で充分、とい

うことになります。アマゾンプライムで注
文して、翌々日にはHT701が手に入りま
した。
　あとは、接続する電話端末を入手する必
要があります。HT701はアナログ回線を
IP電話に変換する機能を持ってますから、
そこらのアナログ電話を買ってくれば良い
わけです。もはや楽勝ですね、と思ったの
ですがこれが甘かった ...
　今時イエデンを購入するのは情弱と相場
が決まっており、ヨドバシカメラ西口店と
言えども、その荒波に抗うことはできない
のでした。買いに行った時期が電話が売れ
るタイミングというのもあったかもしれま
せんが、まず殆どの機種が在庫切れ。いや、
正確には在庫はあるかもしれないし、ない
かもしれないのですが、とにかくレジに持
っていく紙切れが片っ端からなくなってま
した。どうせ売れないし、買わないから補
充もしていなかったのでしょう。そりゃ買
いに行ったとき隣にいたお客さんはかなり
お年を召した女性で、「faxなんかつかわな
いんで、最低限の機能があればいいんです
が」と店員に何度も繰り返して商品選びを
せがんだ結果、順当な端末と予備の感熱紙
を買って帰っていったぐらいです。使わな
いなら感熱紙いらんだろ。そりゃ積極的に
在庫も確認しませんわな。
　要件から親子電話である必要はなかった
のですが、今更コード付きの電話を選ぶ積
極的理由がありません。親機がコード付き
なら子機の存在理由はあるでしょうが、親
機がコードレスならそのハンドセットを持
ち歩けば良いわけですから、子機は基本的
に不要です。あっ
たらあったで便利
でしょうが、選定
の必須条件にはな
りません。で、子
機なしの端末を選
ぼうとしましたが、
紙切れなし。てっ
きり在庫切れだと
思い、紙切れのあ
る子機2台つきの
型番用紙切れでレ
ジに向かうと、な

んとその型番は在庫切れだという。結局在
庫を探ってもらったところ、最初に欲しか
った子機なしのものは在庫があるというこ
とで、そちらを買って帰りました。よりに
よってヨドバシで、棚と在庫が噛み合って
ないなんて、初めての体験でした。機種が
2013年モデルだったのはご愛嬌。アナロ
グ多難な時代。
　HT701はWebサーバを内蔵しており、
そこからちくちく設定することができるの
ですが、接続するためには IPアドレスを知
る必要があります。このインターフェース
が面白くて、「***」をダイヤルした後、「02」
とダイヤルすると、「ワン、ナイン、ツー、
ダッ ...」と IPアドレスをアナウンスしてく
れます。で、あとはネットの先達がのこし
てくれた手順に従ってぽちぽち入力してい
くことで、無事イエデンが開通しました。
　あとは話中音とかがデフォルトでは米国
仕様になっているので、こちらもネットの
先達の情報によりNTT仕様に音をかえ、
後はRx/Txの出力を調整するぐらいです。
再起動して registered になるまで時間が
かかるのでちょっと心配しますが、気長に
構えてれば大丈夫なようです。ここで受け
のシステムがサーバだったりすると信頼性
が気になりますが、HT701は可動部品ゼ
ロなのでまあ大丈夫でしょう。今後仮に引
っ越すことがあったとしても、番号はママ
で使えるわけですな。というわけで今年も
よろしくお願いします。

Hiroyasu Sakaguchi
（株）IMAGICAイメージワークス


