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＜「8J」「8N」で始まるコールサ

イン＞2018 年 4 月に運用される

JARL 特別記念局、JARL 特別局、

JARL 以外の記念局、臨時局に関す

る情報 
 

2018 年 4 月に運用が予定されている

JARL 特別記念局、JARL 特別局、 

ARL 以外の記念局、臨時局に関する

情報。 

●2018 年 4 月に運用される JARL 特別記念局、

JARL 特別局、JARL 以外の記念局、臨時局 

 

上記リストは 2018 年 4 月 6 日現在で有効な無線局 
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免許のある記念局等を抜粋したもの。名称の後のカ

ッコ内の記号は、1：JARL 特別記念局、2：JARL 特別

局、N：JARL 以外の記念局、A：臨時局を意味する。

なおこれらの局の違いについては、8j-station.info の

「記念局・臨時局とは」を参考にするとわかりやすい 

 

アイロン可能な薄型太陽電池＝ウ

エアラブル端末に期待 

 理化学研究所と東レなどの共同研究チームは、高

い効率と耐熱性を兼ね備えた超薄型有機太陽電池

を開発した。約 100 度のアイロンに耐え、衣服に直接

貼り付けるウエアラブル端末（体に着ける情報機器）

向け電源などに応用が期待できるという。研究チーム

は 2020 年代前半の実用化を目指している。論文は

16 日付の米科学アカデミー紀要電子版に掲載され

る。 

 理研創発物性科学研究センターの福田憲二郎専

任研究員らは、薄さ 3 マイクロメートル（マイクロは

100 万分の 1）の薄型有機太陽電池に使われる半導

体ポリマーを改良。分子構造を見直し、100 度の高

温でも性能を維持できるようにした。 

 光エネルギーを電気に変換する効率は、有機太陽

電池としては高い 10％を実現。従来の薄型有機太

陽電池は加熱すると性能が約 2 割低下したが、新開

発の電池はほとんど劣化しないという。  

 研究チームの染谷隆夫東京大教授は「既に使われ

ているスマートフォンなどの電源だけでなく、服の中

に組み込まれたデバイス（電子機器）の電源としても

使えるようになる」と話している。 

 

第一管区海上保安本部からの通報

で発覚 

北海道総合通信局、船舶にアマチュア無

線機を設置した 4 アマに対し 28 日間の

行政処分 

海上保安庁第一管区海上保安本部からの通報に

より、船舶に無線局の免許を受けずにアマチュア無

線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設してい

たことが発覚した第四級アマチュア無線技士に対し、

28 日間の無線従事者の従事停止、および 28 日間

のアマチュア局に対する運用停止の行政処分を行っ

た。 

  北海道総合通信局が発表した内容は次のとお
り。 

 1.違反概要 

 古平郡古平町在住の無線従事者の資格を有する

者（男性 51 歳／第四級アマチュア無線技士）が、無

線局の免許を受けずに、船舶にアマチュア無線用の

無線設備を設置し、不法無線局を開設した。この行

為は、電波法第 4 条の規定に違反するものである。 

 2.行政処分の内容 

（1）無線従事者に対する処分（電波法 79 条第 1 項） 

  平成 30 年 4 月 12 日から 28 日間の従事停止 

（2）アマチュア無線局に対する処分（電波法 76 条第

1 項） 

  平成 30 年 4 月 12 日から 28 日間の運用停止  

3.違反発覚の端緒 

 本件違反は第一管区海上保安本部からの通報に

より発覚したもの。 

  ＜参考（電波法抜粋）＞ 

 第 4 条 

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を

受けなければならない。 

（以下省略） 

 第 76 条第 1 項 

 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しく

はこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処

分に違反したときは、3 箇月以内の期間を定めて無

線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許

容時間、周波数若しくは空中線電力を制限すること

ができる。  

第 79 条第 1 項 

 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当

するときは、その免許を取り消し、又は 3 箇月以内の

期間を定めてその業務に従事することを停止すること

ができる。 

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれ

らに基づく処分に違反したとき。 

（以下省略） 

 

犬猫繁殖業者を免許制に、浅田美

代子さんら要請    

 女優の浅田美代子さん（６２）と超党派の「犬猫殺処

分ゼロをめざす議員連盟」の国会議員は３日、環境

省で中川環境相と面会し、悪質な犬や猫の繁殖業者

をなくすため、動物愛護法を改正し、現行の登録制

から免許制に変えることなどの規制強化を求める約１

６万人分の署名を提出した。  

 浅田さんは、動物愛護団体などから引き取った犬４

匹を飼育しており、昨年２月から街頭などで署名活動

をしていた。今回、免許制導入のほか、〈１〉繁殖回数

やケージの大きさなどの規制〈２〉虐待を受けた犬や

猫を保護する制度の導入――などを求めた。 

 浅田さんは「繁殖業者の中には、犬や猫を劣悪な

環境に押し込める業者もいる。業界に厳しい規制を

課すことで飼育環境を整えることが大切だ」と話した。 
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兵庫・伊丹＞カラス大量死 

陸鳥初、インフル集団感染 

カラスの大量死が確認

された昆陽池公園  

 兵庫県伊丹市の昆

陽（こや）池公園でカ

ラスの大量死が続

き、環境省は野生の

陸鳥が鳥インフルエ

ンザに集団感染して

死んだ国内初の確

認例として注視して

いる。鳥インフルの

流行期に入った昨

秋以降、全国でウイ

ルス検査をした死ん

だ野鳥の約７割を公

園一帯のハシブトガラスが占め、これまでに１００羽以

上の死んだカラスを回収した。人への感染の恐れは

少なく過度な心配は不要だが、異変の原因は特定さ

れていない。 

 環境省などによると、昆陽池公園で今シーズン初め

て死んだカラスが見つかったのは３月１日。その後も

続々と死骸が回収され、計３８羽で高病原性ウイルス

（Ｈ５Ｎ６型）が検出された。 

 市はこの他に約７０羽の死骸も回収。あまりに多い

ためウイルス検査に回しておらず死因は不明だが、

大半が鳥インフルに感染したとみられる。市は３月か

ら園の一部を閉鎖。同省は公園の半径１０キロ圏内を

野鳥監視重点区域に指定し、今月下旬までは解除し

ない見通しだ。 

 国内の野鳥の被害ではこれまで、カモ類やハクチョ

ウなど水鳥が感染して死ぬ例が大半だった。昨秋以

降、全国で感染が確認された死骸もほとんどが水鳥

で、同省鳥獣保護管理室の担当者は「野生の陸鳥が

１カ所で集団感染するのは初めて」と困惑する。 

 陸鳥であるカラスの集団感染はなぜ起きたのか。昆

陽池公園は関西屈指の渡り鳥の飛来地として知られ

る一方、ハシブトガラスも数多く生息する。周囲にビ

ルや住宅が建ち並び、ねぐらとなる木々が狭い範囲

に集中している。大槻公一・京都産業大鳥インフル

エンザ研究センター長は、（１）鳥インフルに感染して

死んだ渡り鳥をカラスがついばんで感染した（２）密

集する冬場のねぐらで感染が広がった－－という二

つの可能性を挙げ、「渡り鳥の動きが落ち着く５月ご

ろまでは注視が必要だ」と指摘する。 

 周辺に養鶏場はなく、一般生活への影響も心配な

い。環境省は「感染したカラスと濃密に接触するなど

特殊ケースを除いて通常は人に感染せず、過度な心

配は必要ない。鳥の排せつ物や死んだ個体に触れ

た場合などは手洗いとうがいを徹底してほしい」と呼

びかけている。 

鳥インフルエンザ 

 Ａ型インフルエンザウイルスによる鳥の病気。家畜

伝染病予防法で「高病原性」と「低病原性」に分けて

指定され、高病原性に感染すると多くが死ぬ。国内

では２０１０年秋～１１年春と１６年秋～１７年春に大流

行し、養鶏場での発生も相次いだ。感染した鳥の肉

や卵を人が食べても感染しないが、感染した鳥の体

液や排せつ物の粉末などを大量に吸い込むと、感染

する可能性がある。 

 

音楽配信の頂点に立った Spotify

は、いかに「サブスクリプション」

を成功させたのか 
 

PHOTO: NICK 

VEASEY/GETTY 

IMAGES  

 

異例の直接上場が話

題となった音楽ストリー

ミングサーヴィスの

Spotify。これまでに倒

れていった同種のサー

ヴィスが多数あるなか

で、なぜ同社だけが生

き残ったのか。 

音楽配信の頂点に立った Spotify は、なぜ生き残っ

たのか。 

スポティファイが 2011 年に米国で音楽ストリーミング

サーヴィス「Spotify」を開始したとき、デジタルメディア

の未来は広告の領域にきっちりと収まっていた。 

「インターネットの原罪」と呼ばれることもある広告モデ

ルに欠点があることは、確かに誰もが知っていた。だ

が、グーグルやヤフー、フェイスブックといった企業

は、無料サーヴィスを提供することで大勢のオーディ

エンスを引き付けて広告を販売する手法で、急速な

成長を遂げてきた。 

スポティファイも彼らの成功に続くことを目指したが、

そのモデルは異なっていた。当時は一般的ではなか

った「サブスクリプション」といった手法を採用してい

たのだ。 

時代の先を行っていたビジネスモデル 

その当時、音楽ストリーミングの業界リーダーだった

Pandora は、すでに自らを「ラジオの未来」と位置付

け、170 億ドルに上る同業界の広告市場を狙ってい

た。スポティファイの幹部たちも同じターゲットに狙い
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を定めており、広告は「自社戦略の大きな部分」を占

めると述べていた。 

両社とも有料のサブスクリプションを提供していたが、

そこには大きな違いがあった。Spotify はオンデマンド

ですべての曲を再生できたのに対して、Pandora の

プレイリストはラジオ形式で、曲をスキップするオプシ

ョンも制限付きだった。 

最近のデジタルメディアの世界では、有料サブスクリ

プションへの移行が見られるが、11 年の当時からこう

した転換を予測できていた人は、誰ひとりとしていな

かったはずだ。このシフトは Netflix のほか、『ニューヨ

ーク・タイムズ』などの新聞の成功に後押しされるかた

ちで加速している。 

こうして消費者たちは、以前は無料だったデジタルメ

ディアへのアクセスに料金を支払うという考え方に、ま

すます違和感を感じなくなってきている。ヴェンチャ

ー投資家たちは、サブスクリプションが可能なツール

やプラットフォームに積極的に投資するようになって

いる。 

同じように、11 年当時には広告に対する反感が今後

高まると予想した人もいなかった。だが、広告ブロッカ

ーの使用は拡大し続け、広告拒否はいまや文化的

戦争のツールとして頻繁に展開されている。 

広告詐欺の問題も、依然として解決されていない。デ

ジタル広告を支配しているフェイスブックとグーグル

でさえ、そのデータ収集に基づく販売活動のせい

で、悪質なプライヴァシー侵害者のように見え始めて

いる。アップルのティム・クック最高経営責任者

（CEO）などの経営者たちは、こうした広告への反感

を武器に、広告ベースのビジネスモデルを採用する

競合他社を厳しく非難している。 

死屍累々となったサーヴィスの頂点に 

幸いなことに Spotify は、有料サブスクリプションユー

ザーのおかげで、このシフトの流れにおいていいポ

ジションにいた。Spotify の 1 億 5，700 万人いるユー

ザーのうち、月額料金を支払ってサブスクリプション

を利用しているのは 7，100 万人に上る。同社が広告

から得ている売上は 10 パーセント程度にすぎない。 

スポティファイは 4 月 3 日（米国時間）に新規株式公

開（IPO）を行い、終値による時価総額は 260 億ドル

強となった。サブスクリプションに重点を置き、苦労し

て築いてきたレコード会社との関係を組み合わせたこ

とで、同社はこれまでに倒れていった多くの同業他社

と同じ運命をたどらずに済んだのだ。 

MOG、Turntable.fm、Muxtape、Imeem、

Playground.fm、Myxer、Mixwit、Seeqpod、

Grooveshark、Skeemr──。どれも一連の変化の波

に乗り切れなかった。15 年にとてつもない安値で

Rdio を買収した Pandora は、17 年の身売り予測をな

んとかはねのけ、SiriusXM から救済的投資を受ける

ことで落ち着いた。 

スポティファイはずっと以前から、自社のサーヴィスは

音楽業界の重大な問題だった著作権侵害と闘うもの

だと主張してきた。同社のサーヴィスは、ファイル共

有ソフト「Napster」や「Kazaa」とともに育ち、音楽は無

料だと思ってきた世代のユーザーに便利な代替案を

提供することで、音楽の料金を支払うよう説得できる

ことを初めて示したのだ。 

音楽市場を“再生”させた功績 

このシフトは注目に値する。Spotify のサブスクリプシ

ョンユーザーは、サーヴィス利用のために月額 10 ド

ル、言い換えると年額 120 ドルを支払っている。この

額は、CD ブームがピークだったころの平均的な米国

の消費者が音楽に使っていた金額より多いのだ（もっ

とも、スポティファイに支払われる料金は多くの曲で

分配されるため、アーティストにはわずかな金額しか

届かないと批判する人もいるかもしれない）。 

スポティファイのダニエル・エク CEO は、Spotify なら

音楽業界を再び成長させることができると約束してき

た。そしてその約束は果たされた。17 年、音楽業界

は 1998 年以来初めて、売上の 2 ケタ成長を達成し

たのだ。 

だが、スポティファイの前には新たな難題が立ちはだ

かっている。同社はまだ利益を出していない。そして

同社にとって頼みの綱である多くのアーティストやレ

コード会社は、同社のビジネスモデルを批判し続け

ている。 

さらに、同社の成功は競争相手を引き付けている。ア

ップル、グーグル、アマゾンは同様のサブスクリプショ

ンサーヴィスを提供しており、現在トップの座にいる

Spotify を脅かしている。その点でスポティファイは、

Pandora がたどった運命を思い出すべきだろう。安定

した成功などないということを。 

 

それ、本当にニラ？有毒植物に注

意 消費者庁が呼びかけ 
 

ニラ（左）とスイセン（消費者庁提供） 

 山や自宅の庭などで採っ

た食用の植物について、消

費者庁は１１日、有毒植物と

混同しないよう注意を呼び

かけた。昨年までの１０年間

で、有毒植物による食中毒

で１０人が死亡。スイセンを

ニラと間違えるケースが多い

という。 

 スイセンとニラの葉は外見

が似ている。ニラには独特
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のにおいがあるが、はっきりと区別できない場合もあ

るという。スイセンの葉を食べると吐き気や下痢などの

症状がでることがある。 

 消費者庁の岡村和美長官は「食用と完全に判断で

きない場合は食べないでほしい。人にもあげないで」

と話している。 

 厚生労働省のまとめによると、２００８～１７年に有毒

植物による食中毒は１８８件発生。患者数は８１８人

で、このうち１０人が亡くなった。件数で最も多かった

のはスイセンによるもので４７件だった。同省ホームペ

ージ 

 

悪意のある投稿で「すっとする」10

～20 代が増加…若者はなぜ相手を

中傷し続けるのか 

悪意のある投稿で「すっとする」若者

が増加  

 インターネット上の「投稿」に関する調査結果が先

日、SNS 上などで話題になりました。情報処理推進機

構（IPA）が公開した「2017 年度情報セキュリティに対

する意識調査」によると、インターネット上に投稿した

経験のある人のうち、「悪意のある投稿」をしたことが

ある人が 22.6％。投稿後の心理は「気が済んだ、す

っとした」が最多（35.6％）で、前年比 4.3％増。特に

10～20 代で他世代より高い傾向が見られたといいま

す。投稿理由としては「人の意見に反論したかった」

などが上位を占めています。 

 顔の見えない相手を誹謗中傷して「すっとする」心

理や、そういった若者が増えている背景とはどのよう

なものでしょうか。家族や教育、子どもの問題に詳し

い、作家でジャーナリストの石川結貴さんに聞きまし

た。 

正義感からくる「自覚のない悪意」も 

Q.人が悪意のある投稿をする心理や背景とはどのよ

うなものでしょうか。 

石川さん「一口に悪意のある投稿と言っても、投稿す

る人の心理や背景はさまざまです。一部には、過激

な発言で注目を浴びたかったり、誰かが傷つくことに

快感を覚えたりする人もいるでしょう。ストレスがたまっ

ていてうっぷんを晴らしたいなど、他人を見下すこと

で自分のプライドを満足させるような場合もあるかもし

れません。 

さまざまな背景が考えられる中で一つ取り上げたい

のは『自覚のない悪意』です。本人は悪意とは思って

おらず、それどころか『正しいことをしている』『自分を

守るためにやっている』と感じていることがあります。

人は誰でも、思想や価値観、生活スタイルなどに『自

分基準』を持っています。自分にとっての正しさや常

識があり、それに基づいて他者を判断しがちです。た

とえば、高齢の親が未婚の子どもに対し『結婚できな

いヤツはダメな人間』『お前はクズだ』などひどい言葉

を投げつけることがあります。『結婚＝常識』と考える

親にとっては未婚の子どもが許せず、何とか自分の

基準に従わせたいのです。 

このように、現実生活でも、私たちはそれぞれ違う自

分基準を持ちながら他者と関わっていますが、インタ

ーネット上ではさらに多様な人の自分基準が集まりま

す。当然、意見の食い違いや価値観の相違が出てき

ますが、そんな時、自分の常識が通じない相手に対

し『正しいことを教えてやりたい』という気持ちが強くな

ることがあります。意識調査の結果でも、悪意のある

投稿をした理由の上位が『人の意見に反論したかっ

た』とありますが、まさに自分の常識や正しさを教えた

い、という気持ちの表れと言えるでしょう。 

しかし、相手には相手の自分基準がありますから、す

んなり受け入れてくれるとは限りません。今度は自分

が反論されたり、全否定されるようなこともあるわけで

す。自分の基準に従わせたいのにうまくいかない怒り

や、自分を否定してくる相手に対する憎しみといった

感情が高じた結果、罵詈雑言や誹謗中傷といった、

悪意のある投稿に結びつくことがあります。 

また、人は他者とのコミュニケーションの際、互いの表

情や仕草、声のトーンなどから多くの情報を得ていま

す。たとえば、リアルで誰かにひどいことを言った時、

相手のこわばった顔を見て『あ、言い過ぎた』と気づく

場合がありますが、ネット上ではそういうことができま

せん。視覚や聴覚などから得られる情報がない中、

言葉だけの応酬になるため、なおさら歯止めがきか

ないのです。『相手に勝ちたい』『屈服させたい』とい

う気持ちがある一方、ネット上で使える手段は言葉だ

けですから、結局、罵詈雑言を浴びせるような方法を

選んでしまうことになります」 

簡単に毒をはける環境＋同調性意識 

Q.悪意のある投稿をすることで「気が済んだ」「すっと

した」という感覚を得ている若者が増えている背景と

はどのようなものだとお考えですか。 

石川さん「若いというのは、さまざまな意味でストレス

フルな時期です。体や心の成長、勉強や進路の不

安、友達や親との関係、就職、恋愛、お金、いろいろ

な悩みが押し寄せてきます。そういったストレスをはき

出せる場所、悩みを打ち明けられるような人が身近に

いればよいのですが、現実はなかなか難しいという面

もあります。 

自分が悩んでいる一方で、ネット上には“リア充”の人

や、他人の自慢話、ポジティブな情報がたくさん出て

います。特に最近は、画像や映像で『一目見て楽し

そうなことが分かる』という状況です。そうした情報が

どんどん飛び込んでくれば、つい卑屈になってしまい

ますし、それこそ『毒の一つもはきたい』という心境に
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もなるかもしれません。しかも、スマートフォンなどを

使えば簡単に、いつでもできるという環境です。人は

何かをする時、ステップやプロセスが少ないほど行動

に移しやすいのです。たとえば、テレビのチャンネル

を変えたい時、テレビ本体に近づいて変えるのと、手

元のリモコンで切り替えるのでは、後者の方がはるか

に行動に移しやすいですよね。このように『簡単に毒

をはける』という環境も、悪意のある投稿をしやすい心

理的要素になっている可能性があります。 

また、若い時期は同調性を強く意識する時期です。

クラスで同級生の輪の中に入れないと不安で居たた

まれないように、要はみんなと一緒にやることで安心

感を得るのです。ネット上の悪意のある投稿も、『みん

ながやっているから自分も大丈夫』といった気持ちか

らやってしまうこともあるでしょう」 

Q.投稿と若者や子どもとの適切な関わり方や、
周囲の大人が気を付けるべきポイントについて
教えてください。 

石川さん「悪意のある投稿によって誰かを傷つけた

り、場合によっては大きな損害を与えたりする可能性

があります。まず、他者に対する想像力や、自分の行

動が招く結果を考えられるような教育を心がけてくだ

さい。ネット上の書き込みは『匿名だから何を書いて

も平気』と考えている人がいますがそれは間違いで

す。他人の権利を明らかに侵害したり、脅迫したりす

れば、捜査対象になることもあります。また、ネット上

には、悪意のある投稿だけでなく、うそや詐欺まがい

の情報なども入り乱れています。不確かな情報や投

稿にはできるだけ関わらないのが原則ですが、『もし

も』に備えてあらかじめシミュレーションをし、対処方

法を練習してもよいでしょう。 

投稿や発信をする際には、『不特定多数の人に読ま

れることを想定しておく』『責任の取れる内容かどう

か、法律に触れる内容ではないかなどをよく考える』

『自分や他人の個人情報を出さないよう気をつける』

といった注意点やルールを明確にしておくことをお勧

めします」 

 

『iPhone SE2』の発表は 2018 年の

5 月か 6 月に行われる？ 

 「小さい iPhone」として人気の Apple のスマートフォ

ン『iPhone SE』の後継機種『iP 

hone SE2（仮称）』が、2018 年の 5 月か 6 月に発表さ 

れるだろうと台湾のニュースメディア『Digitimes』が報

じています。  

 報道によると Digitimes Research のアナリストである

Luke Lin 氏からの報告として、iPhone SE2 は第 2 四

半期からその量産が開始され、5 月か 6 月に公式発

表が行われるとのことです。  

 去年までの情報では第 1 四半期から量産が開始さ

れ、3 月までには発売されるとの見通しが有力だった

ため、事実であれば生産の開始にやや遅れが見られ

ているようです。  

 iPhone SE2 についてはワイヤレス充電に対応させ

るためにガラス製バックパネルを採用するとの噂が年

明けから流れており、そのあたりから計画に変更がく

わえられた可能性があります。  

 なお、iPhone SE2 の基本スペックは『iPhone 7』をベ

ースにしていると伝えられています。 

 

阪高 JCT10 か所命名へ 

 阪神高速道路

会社は 24 日、高

速道路同士が接

続する管内のジャ

ンクション（ JCT）

35 か所のうち、正

式名称がなかった

10 か所に今年度

中に名前を付ける

と発表した。長く

通称呼ばれてき

たが、カーナビゲ

ーションや地図ア

プリで同じ JCT が

異なる表記をされ

るケースが増え、

ドライバーの混乱

につながると判断

した。 

 例えば、大阪港

線と神戸線が交わる JCT は一般的に「阿波座 JCT」

と呼ばれ、環状線と守口線の接続部分は「環状線守

口線分岐」や「難波橋分岐」などと呼ばれることが多

い。だがいずれも阪神高速が付けた名前ではなく、

同社は渋滞情報の表示では「合流地点」などと表記

してきた。 

 阪神高速によると、1070 年頃までは JCT の名前は

決めないことが多く、こんかいの 10 か所もその頃まで

に完成した道路が大半という。ただ、他の道路会社

は「全 JCTに名前を付けている」（首都高速道路会社）

などとしている。 

 阪神高速の幸和範社長は「特段の不便は感じてい

なかったが、統一した名前で分かりやすくしたい」と話

し、利用者の意見も聞いて決める考えを示した。 
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