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電波法に違反 

5 月 13 日、関東総合通信局は電波監視によりアマチ

ュア無線に許可されていない周波数を使用した違反

の事実が発覚した茨城県取手市在住のアマチュア

無線家に対し、48 日間の無線局の運用停止処分、

および無線従事者の従事停止処分を行ったことを発

表した。  

関東総合通信局が発表した内容は次のとお

り。 

 電波法に違反した、茨城県取手市住のアマチュア

無線局の免許人（男性 62 歳）に対して 48 日間の無

線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処

分を行いました。 

1.違反の概要 

 茨城県取手市住のアマチュア無線局の免許人は、

アマチュア無線技士の資格を有しているが、許可を

受けずに無線設備を改造し、かつ免許状に記載され

ていない周波数を使用して通信を行ったもので、この

行為は電波法第 17 条第 1 項及び第 53 条に違反す

るものです。 

2.行政処分の根拠 

 無線局の運用停止処分は電波法第 76 条第 1 項に、

無線従事者の従事停止処分は同法第 79 条第 1 項

に基づくものです 

 

パナマ文書 

国際調査報道ジャーナリスト連合（ＩＣＩＪ）は９日、パナ

マ文書問題に関連し、パナマや英領バージン諸島な

ど世界２１カ所のタックスヘイブン（租税回避地）に設

立された約２１万４千社の法人と、関連する約３６万の

企業や個人の氏名、住所のデータベースをホームペ

ージ上で公開した。日本関連とみられる個人や法人

名約６００件も含まれていた。租税回避地での法人設

立自体は合法だが、マネーロンダリング（資金洗浄）

や資産隠しなどに悪用されている可能性がある。 

 パナマ文書は２６、２７両日の主要国首脳会議（伊

勢志摩サミット）でも主要な議題になり、具体策が協

議される見通しだ。 

 ＩＣＩＪは２０１３年に公表した租税回避地の利用法人

のデータベースにパナマ文書に基づく情報を追加。

法人名や関連する個人の氏名、住所で検索すること

ができる。日本企業では大手商社の丸紅、伊藤忠商

事や、インターネット通販大手、楽天の三木谷浩史

会長兼社長の名前が記載されているが、いずれも合

法的な行為だったとしている。 

 ＩＣＩＪはデータベースを規制当局や一般市民がチェ

ックすることで、新たな事実が見つかる可能性がある

と期待する。ただし文書に含まれていた銀行口座や

金融取引の内容、電子メールでのやりとりなどは公開

していない。 

 パナマ文書は租税回避地での法人設立に関わる

パナマの法律事務所から流出した資料。ＩＣＩＪは約８０

カ国の１００を超える報道機関とともに調査を進め、４

月に文書の存在を明らかにした。これまでに、資産隠

し疑惑が持ち上がったアイスランドの首相が辞任に

追い込まれたほか、英国のキャメロン首相も租税回避

地での金融取引で利益を得ていたことが分かってい

る。 

 

検索画面（⇒https://offshoreleaks.icij.org/）

で、国名検索（Search by country）のプルダウンメニュ

ー（下向き▼）をクリックして「Japan」を選び、検索

（SEARCH）ボタンを押します。 

「Offsho re Entities」を選ぶと、法人名一覧が出 
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てきます。 

 

「Officers」を選ぶと、個人名が出てきます。 

 
 

市販無線機が？ 

市販の無線、８割基準超す電波 処罰の

可能性も  

 総務省は、小売店やネット通販で売られているトラ

ンシーバー、ワイヤレスマイクなど１９品目の無線機

器２００機種を調べたところ、約８割にあたる１６５機種

が基準を超える強さの電波を発していたと発表した。

知らずに使った人が電波法違反に問われ、５年以下

の懲役か２００万円以下の罰金を科される可能性があ

るという。 

  総務省が実際に購入して調べた。１９品目のうち

家電などを操作するリモコン、別室にいる赤ちゃんを

見守るベビーモニター、無線式の防犯カメラやスピー

カーなど１８品目は、調べた機種の全てが基準を超

える電波を発していたという。 

  電波法では、電波を発する設備を使うには総務相

の免許が必要だが、半径１～２メートルの範囲にしか

届かない「著しく微弱な電波」を発する機器は対象外

だ。基準を超える電波を発する機器を使うと、消防や

警察の無線、携帯電話の通話などを妨害する恐れが

ある。 

  総務省は販売業者などに、基準を超えた商品を

取り扱わないよう求めた。２０１３年から毎年同様の調

査を行い、基準を超えた機種は国内で売られないよ

う監視しているものの、次々に新機種が売り出されて

いるという。調査結果は「無線設備試買テストの結果

概要」として総務省ホームページで公開する。 

 

ネットの難読 

「Alt」はアルト？ オルト？ 

キーボードにある「Alt」キー。発音する機会もなかな 

かないと思いますが、読み方が「アルト」か「オルト」か

迷ったことはありませんか。 

 Alt は「代替の」を意味

する「Alternate」の略

で、基本的に他のキー

と組み合わせて使うもの

です。「オルタネート」の

略であることから、オルト

と呼ぶ人が多いようで

す。 

 

 

2015 年の最悪なパスワードは

「123456」 

米 SplashData は 1 月 19 日(現地時間)、よく利用され

ているパスワード「Worst Passwords List」の 2015 年

版を発表した。トップは「123456」で前回と変わらず、

相変わらず簡単に見破られてしまうパスワードが利用

されている現状を裏付けるものとなった。 

Worst Password List は同社が 2011 年より実施して

いる年次調査で、消費者に見破られやすいパスワー

ドを知らせることで、強固なパスワード利用を奨励す

ることを目的としたもの。1 年間に漏えいした約 200 万

件のパスワード情報を集計した。データの多くは北米

と西欧州のユーザーのもので、日本の傾向は若干異

なる可能性もある。 

今年ワースト 1 にランクしたのは「123456」で、次は

「password」となった。ワースト 1、2 は調査を始めた当

初から上位にランクインしており、昨年と同じ順位をキ

ープした。3 位は「12345678」で、昨年 4 位から 1 ラン

クアップした。5 位は昨年も 5 位だった「qwerty」。 

数字の羅列は、「123456789」(6 位、前年変わらず)、

「1234」(8 位、前年 7 位)、「1234567」(9 位、昨年 11

位)、「1234567890」(12 位、初登場)、「111111」(14 位、

昨年 15 位)と多くランクインしている。また、キーボー

ドの配列にそった qwery のほか、覚えやすい単語の

「football」(7 位、前年 10 位)や「baseball」(10 位、前年

8 位)など、人気スポーツが利用される傾向も変わらな

かった。 

スポーツ以外でも覚えやすい言葉を使う傾向は続い

ており、「dragon」(16 位、前年 9 位)、「princess」(21 位、

初登場)などがある。パスワードでもトレンドが存在し

ており、「solo」が 23 位に、25 位に「starwars」が初登

場している。 

上位にあまり変化がないことなどから、SplashData で

は「ユーザーが選択しているパスワードは引き続きリ

スクが高いものが多い」としている。また、今年の傾向

として「1234567890」などの長いパスワードが出てきて

いるが、「Web サイトとユーザーの両方による安全性

を高めようとする努力だろう」と推測しながらも、長くな
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っただけではセキュリティ対策上ほとんど効果がない

としている。 

同社によると、ユーザーの保護対策として、「12 文字

以上でさまざまな文字数字を組み合わせたパスワー

ドやパスフレーズを使う」「同じパスワードの使い回し

をしない」「パスワードマネージャーを利用してパスワ

ードの管理と保護を行い、ランダムなパスワードを生

成し、自動的にログインする」という 3 つのアドバイス

を推奨している 

 

残り 3 カ月、Windows 10 に無償

アップグレードすべき？ 

Windows 10 への無償アップグレード期間が残り 3 カ

月になった。期間中にアップグレードするかしないか

迷っている Windows 7/8.1 ユーザーにとって、もうす

ぐ決断のタイミングがやってくる。  

 日本マイクロソフトは 2016 年 4 月 27 日、Windows 

7/8.1 ユーザーの Windows 10 への無償アップグレー

ド期限である 7 月 29 日に向けて、無償期間中にアッ

プグレードを促すための施策を発表した。 

●期限ギリギリまでアップグレードしな

さそうな日本のユーザー 

日本マイクロソフトが行ったアンケートによると、日

本は Windows 10 にアップグレードしたいというユーザ

ーの割合は他の国や地域より高いのに、実際にアッ

プグレードしているユーザーの割合は低いという。 

これは、日本のユーザーはアップグレードの意向

はあっても、期限ギリギリまで待ち、なるべく多くの情

報を集めてからアップグレードしたい傾向が強いから

ではないかというのがマイクロソフトの見方だ。 

  現在使っているアプリや周辺機器が Windows 10

でも使えるかどうかという互換性への不安、アップグレ

ードの方法やトラブル時の対応がよく分からないとい

った不安があり、そもそも無償アップグレードの期限

があることを知らないユーザーもかなりいるという。 

そうした不安を解消したり、アップグレード期限を知っ

てもらうための施策のひとつが、サポート体制の強化

だ。電話やチャットで問い合わせに対応するサポート

窓口「Answer Desk サポート」の人員を 2.5 倍に増や

し、土・日曜日や祝日も対応する。Windows 10 アップ

グレードガイドの Web サイトをリニューアルして情報を

増やした。 

またキャラバンカーを作り、「Windows 10 体験キャ

ラ バ ン 」 を 全 国 10 カ 所 以 上 で 行 う 。 会 場 で は

Windows 10 を体験してもらい、アップグレードに関す

る疑問や質問にその場で答えていく。こうした施策で

ユーザーの不安を解消し、Windows 10 のメリットをア

ピールする機会を増やすことで、アップグレードを促

したい考えだ。このほか毎月 10 日を「Windows 10 の

日」として、パートナー企業とともに Windows 10 情報

などを発信していく。 

Windows 10 の普及が進んでいるとは言え、まだ

Windows 7 を使っているユーザーの方が多い。日本

マイクロソフトの平野拓也社長は「2016 年の末までに、

Windows 10 のインストール数が Windows 7 を超えて

一番多くなるようにしたい」と施策への期待を述べた。

また 7 月 29 日で無償アップグレード期間は終了する

が、期間の延長はないと述べた。 

ちなみに OS 別にアップグレード率を比べると、

Windows 8.1 からアップグレードする率の方が、

Windows 7 からのアップグレード率よりも高いという。

Windows 7 の根強い人気と、Windows 8.1 があまり人

気がなかったことが分かる。 

Windows 10 にアップグレードすべき？ 

 ではアップグレードすべきかどうか迷っているユー

ザーはどうすればいいだろうか。まず、Windows には

サポート期間（ライフサイクル）が設定されている。 

これによると Windows 7（Service Pack 1 を適用した

もの）は 2020 年 1 月まで、Windows 8.1 は 2023 年 1

月まで延長サポート期間がある。延長サポートとは、

Windows アップデートでセキュリティ更新プログラムな

どが提供される期間のことだ。何か不具合が発見さ

れても更新プログラムで修正されるため、安心して利

用できる期間と言える。この延長サポートが終了する

と、その OS は不具合が発見されても修正されない危

険な状態になる。2014 年 4 月に Windows XP のサポ

ート期間終了が騒がれたが、あれは XP の延長サポ

ート期間が終了したためだ。 

逆に言えば、2020 年 1 月までは問題なく Windows 

7 を利用できる。Windows 7 で満足している人、アプリ

や周辺機器の互換性の不安がどうしても拭えない人

は、いくら無償と言っても無理にアップデートする必

要はない。 

 ●期間終了後は有料で購入することに

なる 

無償アップグレードの期限が過ぎた後にインストー

ルする場合は、Windows 10 を購入してインストール

することになる。Windows 10 はパッケージ版とダウン

ロード版が販売されている。マイクロソフトストアでの

税込み価格は Windows 10 Home が 1 万 9008 円、

Windows 10 Pro は 2 万 7864 円だ。 

アップグレードするつもりだがまだしていないという

人は、無償アップグレードの期限を過ぎるとこれぐら

いのコストがかかることになるので、期限を忘れないよ

うに注意しておこう。 
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なお、Windows 10 への無償アップグレードは 7 月

29 日までだが、具体的な時刻までは明確になってい

ない。7 月 29 日当日にアップグレードするユーザー

が集中すると、ライセンスの認証を行うサーバーなど

に何らかのトラブルが起こる可能性もある。すでにア

ップグレードすると決めている人は、前日の 28 日まで

にアップグレードを済ませておくのが安全だ。 

またアップグレードのライセンスはパソコンのハード

ウェアにひもづけられるため、期間内にアップグレー

ドを行えば、そのパソコンのハードウェア構成を変更

しない限り、無償で再インストールできる。 

 ●アップグレードしたくない人は予約

をキャンセルする 

Windows 7/8.1 を 使 っ て い て 、 タ ス ク バ ー に

Windows 10 のアップグレードを促すアプリのアイコン

が表示されている人は多いだろう。アップグレードし

たくない場合は注意が必要だ。 

まず、アップグレードの予約をしていないユーザー

は、上の画像のような通知が出ても、右上の「×」をク

リックして閉じる。予約したがやはりアップグレードした

くないという場合は、予約をキャンセルしよう 

1 周年の大型アップデートで姿を変える

Windows 10 

Windows 10 がリリースされたのは 2015 年の 7 月末

で、無償アップグレード期限はそこから 1 年間に設定

されている。期限が 2016 年 7 月 29 日までなのはそ

のためだ。そして無償アップグレード期限が終了する

頃には 1 周年の大型アップデートが行われる。 

Windows 10 では、Windows Insider プログラムと呼

ばれる希望したユーザーが参加するテストプログラム

が行われている。4 月 27 日の時点で配布されている

バージョンには、夏の大型アップデートで採用されそ

うな機能がいくつも実装されている。スタートメニュー

は大きく変更され、日本語入力 IME の機能が強化さ

れたり、定規が使える Windows Ink が実装されるなど、

かなり多くの変更点が見られる。 

このほかにも多くの改良点があり、短時間だが使用 

してみて、これまでの Windows 10 とはかなり別物

に感じられた。夏のアップデートはこうした要素を盛り

込んだ大掛かりなものになりそうだ。Windows 10 への

アップグレードを無理にする必要はないが、アップグ

レードするとこうした新機能を盛り込んだ Windows 10

を利用できるようになる。無償アップグレードの期限ま

で残り約 3 カ月だが、アップデートするかどうか迷って

いる人はさらに迷うことになりそうだ。 

 

ウナギ泳ぐ河川再び 

隠れ場所を確保 海と容易に往来 

※境環省、保全指針策へ 

絶滅の恐れのあるニホンウナギの生息数を回復させよ

ぅと、環境省は河川の環境改善に向けた保全指針を策定

する方針を決めた。ウナギが身を隠す場所を確保し、海と

川とを行き来しやすいようにして生息地を広げる狙いがあ

る。同省が魚類の単一種に  ついて指針を策定するの

は初めて。専門家らによる検討会を近く設置し、来年 3 月

に指針を公表する。 

稚魚の乱獲や生息環境の悪化によって激減しているニ

ホンウナギを巡っては、国際自然保護連合（IUCN）が

2014 年に絶滅危惧種に指定。稚魚の国内漁獲量は、

1960 年代初めには年間 200 を超えていたが、近年は10トン

前後まで落ち込んでいる。 

指針策定に先立ち、環境省は 2014 年度から、天然の

ニホンウナギについて初の全国調査を実施。その結果、

生息地は北海道の沿岸と青森県の日本海側をのぞく日

本の沿岸全域に分布していることがわかった。さらに関東

地方の利根川や、青野川（静岡県）、西郷川（福岡県）など

6 水系で計約250 匹を捕獲。生態を調べたところ、夜行性

のニホンウナギは日中、底の大きな石やコンクリートブロ

ック、ヨシなどの植物のすき間に身を潜めてお り、この

「隠れ場所」が生 息に重要であることが明ら かになった。 

また、川の流れを調節する堰がいくつも続いたり、 

複数の堰の高さの合計が 40 ｾﾝﾁ以上になったりする

と上流に移動しにくいことが判明。可動式の堰や緩

やかな魚の通り道がある場所では移動できていた。 

また、かつては河川周辺の水田やため池にも生息し

ていたが、 護岸工事などで移動できな くなり、姿を

消したという。 

調査結果を受け、指針には、海と川とのつながりを

良くし、水田や池などに移動できるようにするなどの

保全対策が盛り込まれる見込みだ。法的強制力はな

いが、河川管理者や工事関係者に、護岸工事の際

などにウナギの保全への配慮を求めるという。同省野

生生物課は「ウナギがすみやすい河川環境を早急に

実現させたい」としている。 

二ホンウナギ 太平洋中

西部マリアナ諸島の西の海

域で産卵し、東アジアの沿

岸の河川などで 4～15 年か

けて成長した後、産卵のた

め海に戻る。稚魚を捕獲し

て養殖する日本、中国、韓

国、台湾の 4 か国・地域は

2014 年、養殖量を制限す

ることで合意したが、欧米

などから国際取引の規制を

求める声が出ている。 

 


