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「プラン変更」

坂口 裕

開戦から 3 ヶ月。ウクライナはマリウポ

ほうが早いかも。その場合 20 世紀からの

ては、購入当月末までしか使えず、翌月へ

リを奪われ、東部でも苦戦しているようで

お付き合いですわ。... あぁ AirH"（エアエッ

の持ち越しは不可となります。一方で、ク

す。うむむ。今後各国から供与された武器

ヂと読みます）... ナツカシス ... 128kbps

ーポンカードのコードでチャージした場合

が威力を発揮していくのかどうか、まだ予

とか 32kbps とかでした ... というわけで、

は最大 3 ヶ月繰越可能。ここで問題となる

断を許さない状況のようです。一方で日本

なんやかやで 9 年ちょいぐらい使い続けて

のは単価で、ギガプランのチャージ容量に

はこの戦争の副作用で色々物価が上がって

いたわけですね。

ついては 1GB あたり 220 円税込であるの

いき、大変な局面へと向かっているようで
す。足下に火がついてきた感じでしょうか。

それを今般、SIM を 1 枚廃止して、1 枚

に対し、クーポンカードの方は 500MB で

を 20 ギガプラン、もう 1 枚を 2 ギガプ

1,500 円、1GB で 2,300 円、2GB が

さて、そんな中データ通信環境をちょっ

ランに変更しようと考えました。それまで

3,000 円、3GB が 4,100 円、5GB が

と変更しました。今までは IIJmio のファミ

のファミリーシェアプランでは 12GB を

5,400 円（それぞれ非課税）となってます。

リーシェアプランで 3 枚の SIM を運用し

3 枚でシェアする形でしたが、ギガプラン

また、ファミリーシェアプランでの追加チ

ていました。会員情報によると 2014 年

では 22 ギガを 2 枚でシェアする形です。

ャージは 100MB（メガバイトですよメガ

10 月 3 日に申し込み、2014 年 10 月 8

1 枚あたりで言えば、6GB から 11GB に

バイト！）
あたり 220 円税込です。つまり、

日利用開始ということになってますが、昔

増える形となりました。一方で利用料の方

ファミリーシェアプランは容量単価がギガ

の記事を漁って見たところ、どうも 2013

はファミリーシェアプランが 2,816 円で

プランの 10 倍であるかわりに、容量の寿

年 2 月にライトスタートプランを契約した

あるのに対し、ギガプランは両方合わせて

命が 3 ヶ月と長くなってるのに対し、ギガ

のが最初らしいですな。というか、IIJmio

2,690 円。5% ぐらい安くなって、10GB

プランでは容量単価が 1/10 と安価である

と の お 付 き 合 い 自 体 は AirH" 以 来、 か つ

ぐらい余分に使える感じとなります。お得

代わりに、容量の寿命が当月内で消滅する

2013 年当時の記事でアカウント情報忘れ

っぽいじゃないですか。

という関係です。

た、とか書いてあるので、アカウントの起

データ量の繰越については、毎月付与さ

動自体はその数年前、という感じでしょう

れる容量については翌月まで持ち越し可能。

要になるかというと、なんやかやで毎月

か。もしかするとメールサービスの契約の

また、月の途中で追加購入した容量につい

12GB だと運用しきれない局面が増えてき

そもそもなんでギガプランへの変更が必

1/100,000 と一桁上がると 0.000999505 に対して 0.001
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13 倍
某キャンペーンでメールが来ててですね。なんでも抽選券が

となり、
「あたらないくじなら、引く数倍の確率になる」と考え
てもあながち間違いではないわけです。そして、大抵のくじは当
たらない＝ k が十分大きいので、素朴に n 倍で十分です。逆にい
うと、たかだか数回引く数が増えるだけで当たるようなくじは、
最初っから当たるようなくじなんですわ。

あって、なんだかが当たるキャペーンだ、っていうんですわ。

でまあ今回 13 回抽選できるわけで、当たる確率は大体 13 倍

んでもって抽選券は 13 枚だっつーんですよ。1/k の確率であ

ぐらいになると思うわけじゃないですか。一桁上がるわけですよ。

たる抽選だとすると、抽選券が n 枚ある時、n 回抽選しても当

ドキドキじゃないですか。喜び勇んで、リンクされた抽選サイト

たらない確率は（
（1-k）/k）^n じゃないですか。ということ

に行って抽選しようとするわけです。虎の子の抽選券が 13 枚も

は、n 回 引 い て 当 選 す る 確 率 は 1-（
（1-k）/k）^n で す ね。k

あるんですもん、当然 13 回、派手な抽選アクションが発生する

が十分小さければ、これはほぼ n/k になるわけですが、例え

んでしょうね～ !! もう楽しみで楽しみで、期待値バク上がりです。

ば 1/10 で当たるくじを 100 回引いたら当たる確率が 10.0

さあ～こいこいこーいっ !! 抽選ボタンポチっとな !!

になるかというとそんなことはなく、100 回引いて当たる確

そしたらですよ。
「13 回抽選しました。結果はハズレです。さ

率は 0.999973439 ですわ。これが 1/10,000 で当たるく

っさと帰れ」
ノーアクショォォォーン !!!... もうね、
がーっかりです。

じの場合、100 回引いて当たる確率が 0.009950661 なの

そりゃまあ当てるつもりが無いのはわかってるけどさぁ、ちっと

に対し、n/k は 0.01 ですから、まあだいたい n/k でしょう。

くらいは演出であてる気、みせるってもんじゃないんすかぁ ... ？
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たからです。となると、12GB の枠を超え

間でシェアするのかを設定する必要があり

みたところ、どうもファミリーシェアプラ

るための手段が必要になります。一応ファ

ます。また、残存容量をシェアグループに

ンがいまだ有効になっているようなのです。

ミリーシェアプランにはデータオプション

渡すかどうかも設定が必要です。真っ暗な

そう、ファミリーシェアプランは SIM3 枚

というのがあり、20GB 追加で 3,410 円

真夜中、車で移動中という状況ですが、う

まで追加料金無し、4 枚め以降は 1 枚あた

税 込、30GB 追 加 で 5,500 円 税 込 で す。

かつにも設定してみました。そして、設定

り 440 円税込という感じで SIM の追加が

GB 単価で考えるとそれぞれ 170.5 円税

した結果を確認するため、MyIIJmio って

できるわけですが、逆に言えば SIM がゼロ

込、183.3 円税込となります。容量多いほ

いうアプリで状態を確認してたわけです。

枚でもプランとしては有効な訳らしいので

うが単価高いやんけ。つまり「頼むからデ

ところが、シェアグループを設定すると

ータ使わんでちょ」という明確な意思表示

同時にデータ残量がゼロと表示され、アプ

プラン自体も解約しなければならなかった

というわけですね。

リの方では容量追加しろと矢の催促。大変

ということのようです。なんてこった。

す。つまり、
SIM を削除するだけではだめで、

というわけで、利用料を極小化しようと

焦りました。データ容量は表示上ゼロです

仕方ないのでうなだれながら解約しまし

すると、残存容量寿命を諦めてギガプラン

し、体感的にも低速通信しかできていない

たが、これって翌月にならないと解約完了

に移行するのが良さそうだと判断したわけ

ように見えます。ただまあ真夜中に移動中、

しないんですよね。4 月の設定時に解約し

です。ただし、ファミリーシェアプランの

トンネルばっかりの区間だったので、単純

なかったため、5 月いっぱい契約してる状

場合は全 SIM で容量を共用できたわけです

に通信環境が悪かった可能性もありますが、

態なわけです。まあしょうがないけど、こ

が、これと同じ機能がギガプランにもない

なんとも言えません。もとに戻そうにも、

こいらへんは改善してほしいですねぇ ...

といけません。もちろん用意されていると

そもそもシェアグループが未定義な状態に

というわけで、5 月いっぱいギガプラン

いうことなので、えいやっと契約を変更し

なっており、戻すも何もできません。そう

を使ってみました。22GB じゃ足りなくて

ました。ギガプランでは SIM ごとにプラ

いえばそんな文言が注意事項に書いてあり

3GB ほど追加したのですが、追加したあと

ンを設定しなければならないので、まずは

ましたが、後の祭りです。みるみる滞るナ

にアプリを更新すると、きちんと残容量が

どの SIM を落とすかを決める必要がありま

ビアプリ。結局は小一時間経過したらシェ

増えてました。一方で MyIIJmio アプリの

す。これはまあ使ってないやつを落とせば

アグループの設定が終了したようで、無事

方は、大部分がサイトへのリンクになって

いいので、簡単に決まります。今回、特に

容量表示も戻ってきました。ふう。シェア

いてちょっともっさり。とりあえずしばら

意味は無いけど電話番号と SIM サイズで取

グループを設定するときは、通信が切れる

くはこれでやってみようと思います（拝）
。

捨選択しました。次に、ギガプランに移行

とまずいような状況を避けたほうがよさそ

する SIM それぞれについて、ファミリーシ

うです。メインの回線だと周到に準備して

ェアプランからギガプランに切り替えます。

から着手することをおすすめしたいですね。

この時、契約容量を決めておく必要があり

さて、ファミリーシェアプランから 3 枚

ます。今回はルータに設定している SIM

SIM を削除して、うち 2 枚をギガプラン

を 20GB、スマホに設定している SIM を

に設定したわけで

2GB と設定しました。最後に、ギガプラン

す。SIM を全部削

に移行しない SIM を削除して終わりです。

除したんだから、

プラン移行は翌月にならないと有効になら

ファミリーシェア

ないため、じっと待つしかありません。プ

プランも解除され

ラン変更申込みをしたのが 4 月ですから、

てると思うじゃな

切り替えは 5 月。ゴールデンウィークがい

いですか？これが

きなり本番になるわけです。ワクテカです。

ね、違うんですわ

そして 5 月 1 日。ちゃんと切り替わって

...

いることが確認できました。さて、このま

シェアグループ

までは SIM ごとに契約容量しか使えず、容

の通信も安定した

量のシェアができません。そこでデータシ

ので、念のため契

ェアグループというのを設定し、どの契約

約状況を確認して

Hiroyasu Sakaguchi

株式会社 IMAGICA Lab.

新設、
リニューアルに関わらず
何でもご相談ください。
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オーダーメイドケーブル
柔軟な電線がほしい
入手困難な仕様になりそう

「

用途に適した電線がない
…そんなとき
」

長年のケーブル設計・製造ノウハウ
信頼できる品質管理体制
開発に適した一貫生産体制
少量生産に適した生産設備
充実した試験設備と CAD システム

設

計・御見積もり 無 料

試しに、ご希望やアイデアをメールかファックスにてお送り下さい。
的確ですばやい応答をお約束します。

品質管理体制
測定検査室

外径制御及び各データ監視・記録システム

蛍光X線分析機能付電子顕微鏡

フーリエ変換赤外分光光度計

非破壊検査用Ｘ線照射装置

〒399-6461 長 野県塩尻市宗 賀 469 TEL.0263(52)0131 FAX.0263(52)6565
E-Mail : sales@mogami-wire.co.jp

URL : http : //www.mogami-wire.co.jp

～製品カタログは
こちらから～

