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Ｊ アラートとは 

Jアラートが鳴ったあとの数分で生死が

決まる  

◆「自衛隊ができない 20 のこと」 

 9 月 15 日、北朝

鮮によるミサイル

発射が行われまし

た。軍事的脅威が

ますます大きくな

っています。9 月 3

日の核実験は、

CTBT の分析で

「水爆であった可

能性が否定できない」とされました。広島型は 15 キロ

トン、長崎型が 21 キロトンの破壊力でしたが、それを

はるかに超えた 70 キロトンの威力を持つものだったと

言われています。広島・長崎の原爆をはるかにしのぐ

核兵器の実験が行われたということです。 

  北朝鮮はすでに核弾頭の小型化を終え、ICBM

の発射実験も多数行い、その精度を上げています。

しかも、今回の核実験は水爆の実験だったと主張し

ています。私たちもいよいよイザというときの準備をし

なければならないようです。  

 我が国は、海上自衛隊による SM-3 という成層圏で

の迎撃システムと、最終フェーズを撃ち落とす航空自

衛隊の PAC-3 という弾道ミサイル迎撃システムを持

っています。しかし、どちらも機械ですから、能力限

界があります。各々の迎撃システムを中心とするドー

ム状の限られた射程範囲があり、当然ですが射程範

囲外のミサイルを撃ち落とすことはできません。また、

上昇中のものや水平に飛んでいるものは撃ち落とせ

ません。あくまでも下降中のフェーズを撃ち落とすシ

ステムです。日本は 2 重の弾道ミサイル迎撃手段を

持っていますが、3 重の SM-3、THAAD、PAC-3 とい

うミサイル迎撃態勢を持つ米国でも弾道ミサイル避難 

訓練をしているのです。備えあれば憂いなし、どんな

に警戒しても「ゼロリスク」は幻想です。 

 自衛隊は私たちを守るため昼夜ミサイルに目を光ら

せ、その動きに合わせた対応をしています。また、ミ

サイルの加速の様子をとらえ、現代の空襲警報であ

る緊急警報システム（J アラート）発令のための情報を

伝えるのも重要な任務です。 

 自衛隊は、台風や地震などの災害時には救難や災

害復興等で私達のそばにいて助けてくれますが、軍

事攻撃があった場合には正面から対処しなくてはな

らないために、私達の身近からいなくなることも考えら

れます。自衛隊はたとえ有事には救助に来られない

としても、私たちが生きるために必要な警報の元にな

る情報を伝えたり、ミサイルを迎撃したりしてくれてい

るのです。貴重な情報を生かし、ミサイル攻撃が現実

になった時に備えて、私達一人ひとりがそれぞれに

生き延びる対策をしておきましょう。 

 私達は地震や台風、竜巻などの自然災害が突然

襲い掛かってきた時にどうするべきかを考えることに

は慣れています。それと同じように、弾道ミサイル攻

撃にどう対処するのかについても事前に考えておか

ないといけません。いざ危機に直面すると身近な所

に原因があるのではないかと考えがちですが、これ

は日本の政治のせいでありません。近隣諸国の軍事

情勢の変化によるものです。日本が望むと望まざると

に関わらず、周りの国が軍事大国になり、ミサイルや

核攻撃をしかけてくる時代になってしまったのです。

その過酷な現実を受け止めないといけないのです。 

 自然災害についての防災グッズや避難場所の確認

はできても、弾道ミサイル攻撃からの避難は荒唐無

稽な話と捉えがちです。実際、8 月 29 日に現代の空

襲警報とも言うべき J アラートが鳴りました。アンケート

によると多くの人は J アラートが鳴っても、弾道ミサイ

ル着弾までのたった数分の間に何をしてよいかがわ

からなかったために、結局は何もしなかったと答えて

います。 

 北朝鮮から発射された弾道ミサイルは、15 分もあれ

ば確実に日本に着弾します。わずかな時間の中でや
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るべきことは、事前に準備しておかないとすぐには実

行できません。弾道ミサイルが我が国の領土に着弾

する可能性があると判断された場合に J アラートは、

鳴ります。ミサイルは加速を続け領土を飛び越えて遠

くの海に着水するかもしれないし、あるいは迎撃が失

敗し、本当にあなたのすぐ近くに着弾するかもしれま

せん。J アラートが与えてくれるのはたった数分間の

猶予ですが、この数分間の動きが生死を分けることに

なるのです。 

 J アラートはミサイル発射後、軌道が我が国の領土

に到達する可能性が出てきた段階でその地域に鳴り

ます。その段階ではまだ加速途中ですし、さらに加速

が続くかもしれません。我が国の領土上空を飛ぶこと

が確定しても、加速して飛び越える可能性もあるわけ

です。しかし、J アラートが鳴れば上空をミサイルが飛

ぶわけですから、ブースターの破片による落下事故

に遭う可能性もあるのです。 

 ミサイルに搭載されているのが通常弾頭であれ核

弾頭であれ、ともかく数分以内に頑丈な建物か地下

に逃げる方が、衝撃波や熱線の影響を直接受けるの

を避けられます。身近にある頑丈な建物に飛び込む

のにどれくらい時間がかかるのか知っておくと便利で

す。建物の中では窓やドアから離れ、姿勢を低くして

衝撃に備えましょう。ドアや窓は爆風で簡単に吹っ飛

びますし、窓のそばにいる人は熱で炭化することがあ

ります。広島・長崎の原爆でも、遮蔽物の陰にいた人

と路上にいた人ではその被害に大きな差があったと

聞きます。遮蔽物の陰に身を伏せましょう。爆発が起

こった方向に目を向けたくなるのはわかりますが、火

球を直接見ると失明するので目を覆いそちらを見な

いようにします。そういった対処方法の情報を集め、

家族との連絡方法や待ち合わせ場所を決め、持ち出

すものをあらかじめ準備しておけば、同じ数分でもさ

っと動くことができるはずです。 

 突然の J アラートに「数分では何もできない！ ただ

うるさいだけだ！」と批判があるそうですが、数分もあ

れば頑丈な建物に飛び込め、生き残る可能性が上が

るのです。爆心地の直下はともかく、数キロ離れた場

所では頑丈な建物の陰にいるかいないかで生死を

分けることもあるのです。終戦直前の広島の原爆投

下直前に空襲警報が解除になっていました。もしもあ

の時、空襲警報が解除されていなければという話が

多く残っています。 

 自衛隊が伝えてくれるたった貴重なたった数分間を

どう使うか。あの時、広島・長崎の人たちにその数分

があったらと考えれば、今、私達は弾道ミサイルから

の避難を恥ずかしがらずにできるはずだと信じていま

す。 

 これまでの「頑丈な建物や地下に避難して下さい」

という文言から「頑丈な」を削除し、「建物の中、また

は地下に避難して下さい」と変更するという。また、ミ

サイルが通過した際、具体的な地方名を入れるように

変更した。 

 

年内に「値上げ」を控えるサービ

ス・製品 4 選 鳥貴族、調味料 

家庭用の食料品や調味料から、ちょっとした外食に

かかる費用、果ては宅配便の料金に至るまで、このと

ころ個々の金額はわずかでも、ボディーブローのよう

に家計にダメージを与える値上げが続いている。ここ

では 2017 年内に値上げが発表されている製品やサ

ービスを紹介しよう。 

（1）鳥貴族＜3193＞は 28 年ぶりの値上げ 

実に 28 年もの間、全品税抜き 280 円均一という価格

を維持してきた焼鳥店チェーンの鳥貴族が、遂に値

上げに踏み切った。8 月 28 日に同社が発表したとこ

ろによると、10 月 1 日の日曜日から全店で 280 円を

298 円に、「28 とりパーティー」も現行の 2800 円を

2980 円に改定することにしたという。 

値上げの背景に原材料や人件費などのコスト増が今

後も続くと見込まれることがあるにせよ、デフレ時代の

覇者と賞された鳥貴族の値上げは、デフレからの脱

却がいよいよ現実化してきた象徴だと言えるのかもし

れない。 

（2）すかいらーくのサイドメニューも 

日本経済新聞は 8 月 9 日、すかいらーくグループが

展開する全ての飲食店ブランドで 10月から価格改定

が計画されていると報じた。 

「ガスト」や「バーミヤン」など約 3000 店舗を運営して

おり、中期計画では 2018 年末までに新たに 200～

250 店を出店する予定だというのだが、従業員の人

件費上昇に対応するためには値上げに踏み切らざる

を得ないと判断したようだ。 

今回の値上げはサイドメニューをはじめ、飲み物やサ

ラダといった客数に影響が少なそうなメニューを対象

にしており、平均客単価が 15 円程度上昇することを

見込んでいる。また都心部での値上げに対し、地方

では価格を据え置く方針についても検討していると

いう。 

（3）調味料にも相次ぐ値上げフォームの始まり 

日本経済新聞は 8 月 3 日、日清オイリオグループ＜

2602＞が 10 月から家庭用オリーブオイルを 10％以

上、値上げすると報じた。今回値上げされるのは、5

品目にわたる家庭用オリーブオイルで、天候の不順

によって南欧産オリーブが不作となった結果、現地か

ら輸入するオリーブオイルを確保することが難しくな

っているのが原因だ。 

一方 6 月 27 日の日本経済新聞は、全国農業協同組

合連合会（JA 全農）が国産ジャガイモから作るでんぷ

んの卸値を 10月から１割引き上げると伝えている。国

内で消費するでんぷんの多くは輸入トウモロコシから

作られているのだが、国産ジャガイモから作る「馬鈴
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薯でんぷん」は、中華料理のとろみ付けや一部の加

工食品などに使う片栗粉などの原料に利用されてい

る。 

ジャガイモの産地である北海道は昨年台風被害に

見舞われ、品薄感から 6 年ぶりの値上げとなった。今

年の北海道のでんぷん向けジャガイモの作付面積は、

前年をやや下回る約１万 5000ha の見込みで、ポテト

チップス向けの原料も足りない状況にあるという。 

また毎日新聞は 7月 31日、かつお節大手の「にんべ

ん」が 10月 2日出荷分以降のかつお節や削り節など

の価格を 10～25％程度値上げすることを伝えている。

原料のカツオの価格高騰が続いていることが原因で、

家庭用ではかつお節や削り節、フレッシュパック類な

どの 58 品目、業務用でも 43 品目が値上げされる。 

（4）宅配便も値上げが相次ぐ 

「クロネコヤマトの宅急便」で知られるヤマト運輸＜ヤ

マト HD9064＞は、4 月 28 日に新規の労働力の確保

や社員の処遇改善、ラストワンマイルネットワークの強

化などを目的に、9 月末までには宅急便の基本運賃

の改定と各種サービスの内容変更や新設を実施する

と発表している。 

 

年内に「値上げ」を控えるサ

ービス・製品 4 選 鳥貴族、

調味料  

 

 

荷物のサイズに応じて現行の宅急便基本運賃の

税抜き価格が 140 円から 180 円加算されるという一

方で、スキー宅急便は現行の 140 サイズから 160 サ

イズに改定。ゴルフ宅急便も現行の 120 サイズから

140 サイズに改定される。 

さらに、荷物の発送や受け取りに際して集配の効

率化に協力する個人顧客を対象に、直営店の店頭

端末「ネコピット」で作成した送り状を利用する場合、

荷物 1 個につき 50 円を割引く「デジタル割」や、直営

店持込時のクロネコメンバーズを対象とした直営店持

込み割引、荷物の届け先を直営店への直送を指定

した場合には通常の宅急便運賃よりも荷物 1 個につ

き 50 円が割り引かれるなどのサービスも開始が予定

されている。 

また、「12 時から 14 時」と「20 時から 21 時」の配達

時間帯の指定枠を廃止するとともに、「19 時から 21

時」の 2 時間の指定枠を新設するなど、社員の昼休

憩取得と長時間労働抑制を目的とした改正も実施さ

れている。 

競合先である SGHD グループの佐川急便も、コス

ト増加への対応策として飛脚宅配便の運賃改定やス

キー用具の適用サイズ変更などの対策を、11 月 21

日から実施するという。同社が消費者を対象とする値

上げに踏み切るのは、2004 年に現行の運賃を国土

交通省に届け出して以来初めてのことだ。 

大型の荷物で最大 33％になるという値上げによっ

て得られる原資は、従業員の待遇改善や輸送力の

増強に充てられる。社会的な課題となっている「働き

方改革」の実現に向けて、従業員の労働環境の改善

が急務となっていることが今回の値上げの背景にあ

ることは否めない 

 

30 億光年の彼方から届く「宇宙人

の信号」 科学者らが研究中  
地球から 30 億光年離れた謎に満ちた矮小銀河か

ら、「高速電波バースト（Fast Radio Burst）と呼ばれる

高エネルギーの電波が繰

り返し放射されていること

が明らかになった。 

宇宙の知的生命体を探

査する「ブレークスルー・

リ ッ ス ン （ Breakthrough 

Listen）」プロジェクトに参

加している科学者らは最

近、15 回に渡って短時間ながら強力な電波を観測し

た。 

高速電波バーストは宇宙の様々な箇所で観測され

ているが、繰り返し放射しているのは「FRB 121102」と

いう名称の高速電波バーストだけだ。これまでに、同

じ銀河から 150 回以上の高速電波バーストが観測さ

れている。 

高速電波バーストの原因として考えられるのは、強

力な磁場を持って回転する中性子星だが、エイリア

ンの宇宙船が発している可能性も否定できない。

FRB 121102 を観測中の天文学者らによると、これほ

ど活動が活発化するのは初めてだという。 

「この銀河からの高速電波バーストがこれほどの頻

度で観測されるのは初めてのことだ」とカリフォルニア

大学バークレー校 SETI 研究センターの所長で、ブレ

ークスルー・リッスンのディレクターを務める Andrew 

Siemion は言う。 

ブレークスルー・リッスンに参加している Vishal 

Gajjar によると、研究チームは FRB 121102 の高解像

度データを取得することに成功し、従来よりも精度の

高い分析が可能になったという。 

高速電波バーストが最初に観測されたのは 2007

年のことだ。天文学者の Duncan Lorimer とその教え

子である David Narkovic らが、オーストラリアにあるパ

ークス天文台で記録された過去の電波データを調べ

ている最中に発見した。高速電波バーストは、発見

者の名に因んで「Lorimer バースト」と呼ばれることも

ある。 

「知的生命体」からの信号の可能性 
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FRB 121102 の名称は、2012 年 11 月 2 日に発見

されたことに由来する。発見から 3 年後、FRB 121102

は繰り返し発生する唯一の高速電波バーストであるこ

とが確認された。それまで、遠く離れた星の崩壊が高

速電波バーストの原因だと考えられてきたが、繰り返

し観測されたことでそうではないことが明らかになった。 

仮にエイリアンが原因だったとしても、彼らははるか昔

に滅んでいるかもしれない。地球で観測された高速

電波バーストが実際に発生したのは、人類が暮らす

太陽系が誕生してから 20 億年も経っていないときの

ことで、その頃地球には単細胞生物しか生息してい

なかった。 

そうだとしても、ブレークスルー・リッスンに参加して

いる科学者たちにとって、高速電波バーストの原因を

突き止めることはスリル溢れる研究であることには違

いない。彼らは、グリーンバンク望遠鏡を使って 5 時

間の間に 400 テラバイトものデータを観測することに

成功した。 

「一度に数ギガヘルツの帯域幅を記録し、数十億

ものチャンネルに分割することができるため、高速電

波バーストの周波数帯について新たな観測が可能に

なった。これにより、高速電波バーストが活発になっ

た過程が明らかになることが期待される」と Gajjar は

言う。 

「高速電波バーストが知的生命体による技術文明

の証であるか否かは別にして、ブレークスルー・リッス

ンは、急速に進む宇宙研究をさらに推し進めることに

貢献している」と Siemion は話している 

 

安い「爪切り」では NO.1。  
爪切りのお値段で高

い、安いの境界線を引く

のは難しいのですが、い

ろいろと見た上でだいた

い 1,000 円がラインと考

えています。一般的な感

覚でも 1,000 円以上だと

どんなに切れ味がよくて

も、“即購入”という人は多くないんじゃないか、と。 

例えば、高級爪切りの代名詞〈SUWADA〉の「ニッ

パー爪切」なんて、もっとも安いものでも税抜きで

6,500 円します。切れ味を試してみたことがありますが、

確かにスゴイ。パチンッというか、サクッと切れる。だけ

ども、やっぱり高価です。その実力は理解できても手

が出ない。ギフトならアリかな〜。 

話が少し逸れました。本稿の主役は〈KIYA〉の「爪

切 黒 小」です。お値段は税抜きで 700 円。1,000 円

以下。安い爪切りのなかでは、実力 NO.1 だと思いま

す。 

100 均なんかで売っている超安価な爪切りとの違い 

は、老舗の包丁メーカー〈日本橋 木屋〉が作ってい 

るというブランドだけじゃありません。 

やはり切れ味が違っていて、しっかりと、滑らかに

爪を切ることができます。あの心地いいパチンッという

音も申し分なし。切った爪を捨てる際には、カバーを

取り外しできます。 

黒い色にも意味が

あります。刃を爪にあ

てた時に視認性が高

いんですね。細かい

配慮がうれしいです。 

また、サイズも“小”と

いうだけあって、ポケッ

トに収まりのいいサイ

ズ。日常で持ち歩くに

も扱いやすい。 

公式オンラインショップ

で購入可能です。 

 

 

壊れたファスナーを簡単に直す 7

つの裏ワザ  

動かなくなったり、閉じたはずなのに開いていたり

と、急に起こるファスナーの故障。それで 1 日ブルー

になるというほどではないけれど、お気に入りの服や

カバンだと、結構ショックですよね。 

修理に出せば思わぬ値段を請求されるのがネック。

で、自分でどうにかしようとタンスにしまって、はや 1

年…。 

そんなファスナーのトラブル対処法を「LittleThings」

の記事に見つけました。ライターAngie Verike が紹介

するこれらの裏技。効果があるかどうかは、試して判

断してみるっていうことで。  

「gearrestore.com」によると、主にファスナーの壊れ

方はこの 3 種類。 

①連結しなくなって閉

じたはずなのに開いて

いる 

②噛み合わせが悪くな

り上にも下にも動かな

い 

③一部が破損してなく

なっている 

これらの故障にはいろんな要因が考えられます。使

いすぎたり、洗濯によって傷んだり、いずれにせよ避

けることはできません。もしファスナーに不具合が発

生したら、放置せずになるべく早く、以下のことを試し

てみてください。 

01.えんぴつで塗る（なぞる） 
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 糸や布などが詰ま

っていないか確認

したら、図のように

動かなくなってしま

った部分に、えん

ぴつでなぞってみ

てください。少しず

つ上下に動かしな

がら、油をさすよう

に。黒鉛が潤滑剤

にとなり動きを滑らかにしてくれるでしょう。 

02.洗剤を塗布する 

液体の石鹸か洗

剤を水と混ぜて、ティ

ッシュに染み込ませ

たら、上下に動かし

ながら塗ってみてく

ださい。 

 

 

03.ペンチでスライダー部を締める 

スライドしても閉じない場合は、スライダーに隙間

ができてしまっている

可能性あり。ゴミなど

が付いていないか確

認して、一度濡れた

ティッシュで拭いてか

ら、ペンチで締めて

あげると解決するで

しょう。キツくしすぎて

もよくないので、こま

めに確認しながら調

節してください。 

04.噛み合わせの悪さはペンチで調整 

閉めたあとに、チャ

ックが変に波打って

いたり、噛み合わせ

がズレている場合は、

スライダーを動かす

のではなくペンチを

使いましょう。 

 

一度噛み合わせを無理やり離して、正しい噛み合わ

せになるように、上からゆっくり挟んでみてください。 

05.止め具を外してスライダーを入れ直す 

 噛み合わせというよりも、片方がスライダーから外れ

てしまった場合、下の止め具を取ってファスナー部分

とスライダーを、完全に

別にしましょう。ちょっと

力が必要なので、細め

のペンチを使うとベタ

ー。 

ゆっくりスライダーを

入れ直して、機能して

るかを確認したら、止

め具を付けて終了です。 

06.噛み合わせの悪いエレメントを取り除く 

上まで閉じた状態

で動かなくなってしま

ったときは、上の金

具とエレメント（歯）を

1?2cm 分取り除いて、

一度スライダーを外

してください。 

そのあとに、ゆっくり

スライダーを入れ直

して機能するかどうかを確かめましょう。これは一時的

な対処法ですが、緊急時には役立つと思います。 

07.壊れたつまみは「クリップ」で代用 

 つまみ部分が壊れた

状態で、ファスナーが

固まってしまった場合

は、クリップを通してく

ださい。そのあとは 02

と同じように洗剤をつ

けて、少しずつ下に

引っ張りましょう。 

意外と知らない技も

多かったのでは？不具合が出た時は、一度試してみ

てもいいかもしれませんね。だって、ファスナーのトラ

ブルだけで捨ててしまうのはもったいない 

 

水道メーター、独居高齢者の「異変」

メール通知  

 長野県企業局が今月から、一人暮らしの高齢者宅

の水道の利用状況をもとに、離れて暮らす家族らに

毎日、安否確認メールを送る試みを同県坂城（さかき）

町で開始した。 

同県によると、都道府県レベルでは初めて。 

この試みは「高齢者元気応援システム」で、対象の

独居高齢者世帯に通信機能を備えた水道メーターを

設置。高齢者が朝に水道を使い始めると、「元気」で

いることを意味する「使用開始を確認しました」とのメ

ールが家族らに送られる。 
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一方、水の

使用が８時間

以上確認でき

なかったり、２

時間以上続い

たりすると、メ

ールで「異変」

を知らせる。メールを受けた家族が電話や訪問で無

事を確認できない場合、代わりに地元の民生委員ら

が足を運んで安否を確かめる。 

 

国交省「外国人向け防災 HP」が珍

訳だらけ ダジャレ翻訳できず 

津波拡散部隊”では困ります  

「中国では日本に旅行中に大地震が起きることを心

配している人が多いのに、この防災サイトはあまりに

不親切です」 

 中国人ジャーナリストの周来友氏がそう呆れるの

は、8 月 24 日に国土交通省が開設した〈2020 年東

京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた

首都直下地震対策ポータルサイト〉だ。 

〈海外や国内に対し、適切な情報発信を行うことが重

要〉として、国交省や各関係機関の防災情報提供ツ

ールを一元化したサイトで、「4 か国語に対応」（日本

語、英語、中文〈簡体・繁体〉、韓国語）と多言語化を

謳っている。五輪期間中は 1000 万人近い来日観光

客が見込まれるなか、防災情報の拡充に乗り出した

わけだ。 

 ところが、肝心の多言語化は何ともお粗末なのだ。

海外の IT 事情に詳しいジャーナリストの上田裕資氏

は言う。 

「同サイトは、『グーグル翻訳』という機械翻訳を使っ

ていて、自前の翻訳文は作っていない。このグーグ

ル翻訳は課題も多く、“直訳”して意味が通じなくなっ

てしまうことがあるのです」 

 たとえば、サイトには「今から知っておくべき情報」と

して内閣府の啓発サイト「津波防災ひろめ隊」が紹介

されている。上田氏の指摘。 

「英語では『Tsunami spread Corps site』と表示され

る。これでは『津波拡散部隊サイト』という意味になり、

津波を拡散させるのを目的とした“部隊”のサイトと受

け取られてしまいます。“ひろめ隊”が“広めたい”に

かけた駄洒落であることは機械翻訳では理解できな

いわけです」 

 防災情報という命にかかわる情報でありながら、お

粗末な訳が混じっているのだ。「『被災者支援情報』

の項はなぜか“支援”が抜けて『Victims information』

で“犠牲者情報”としか受け取れないし、文章が

『when』で終わっていて意味がわからないものもある」 

 前出・周氏もこう話す。 

「“海外への情報発信”といっていますが、そもそも、

中国政府はグーグルのサービス利用を制限している

ので、中国国内でグーグル翻訳には接続できませ

ん」 

 国交省は、そうした“不具合”について、「今後、充

実、改良していかなくてはと思っています」（大規模地

震対策推進室）と悠長だ。 

 東日本大震災では日本語の避難勧告を理解でき

ずに恐怖を味わった外国人も多くいた。2020 年の東

京五輪までに間に合うのか。 

 

悪用の危険度大「盗聴機能つき

USB ケーブル」 

アップルの正規のケーブルなら問題ないが、サー

ドパーティー製のケーブルには盗聴機能が付いてい

る場合があるので要注意だ。米国のアマゾンでは隠

れた SIM カードスロットを装備し、モバイルネットワー

クに接続して悪質な行為が行える USB ケーブルが販

売されている。 

実は電話の盗聴や位置の特

定が可能な USB ケーブルは

様々なオンラインストアで売ら

れている。精巧なデバイスでは

ないが第三者が通話を傍受し

たり、大まかなスマホの位置の

特定が可能になっている。 

悪用される危険が大きい機能 4 の一つとして、スマホ

の周辺の音量が一定のボリュームを超えると事前に

指定した電話番号に、密かに通話を発信するというも

のがある。つまり第三者に室内の会話が聞かれてし

まうことになる。 

こういった機能を持っているのはケーブルだけでな

い。コンセントにさす USB アダプターにも同様の SIM

カードスロットを備えたものがある。これは企業の会議

室に密かに設置されている可能性もある。 

また、理屈の上では、スマホ内の全データをダウン

ロードして第三者に送信可能なデバイスが販売され

ている可能性もある。Wi-Fi や 4G が使えるようなケー

ブルであれば、深刻な情報漏えいにつながりかねな

い。 

一般のユーザーが気をつけるべきなのは、信頼で

きない場所での充電はしないことだ。また、信頼でき

ない人からケーブルを借りることも避けるべきだ。 
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