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3.8MHz 帯等の周波数の拡大 

総務省が、周波数割当計画の一部を変更する告

示案（3.8MHz 帯等におけるアマチュア業務用

の周波数の拡大について）の意見募集の結果を

公表 

総務省は､3.8MHz帯等におけるアマチュア業務用

周波数帯域を拡大することを内容とした周波数割当

計画（平成 12 年郵政省告示第 746 号)の一部を変更

する告示案作成し、平成 20 年 3 月 12 日に電波監理

審議会（会長：羽鳥 光俊 中央大学理工学部教授）

に諮問したところ、同日、当審議会から原案を適当と

する旨の答申を受けたと発表。 

 なお、総務省では提出された意見及び電波監理審

議会からの答申を踏まえて、同告示を原案のとおり

速やかに公布・施行する予定としています。 

-*-*-*-*-*-*- 今回の告示案 -*-*-*-*-*-*- 

① 3.5MHz 帯に、3599kHz～3612kHz の周波数幅

13kHz の区分を追加 

② 3680kHz～3687kHz の周波数幅 7kHz の区分を

追加  

③ 3.8MHz 帯に、3702kHz～3716kHz の周波数幅

14kHz の区分を追加 

④ 現在割り当てられている、3747kHz～3754kHz

の周波数幅 7kHz の区分を 3745～3770kHz の

周波数幅 25kHz に拡張する 

⑤ 3.8MHz 帯の、3791kHz～3805kHz の周波数幅

は現状どおりです。 

 

電子申請の手数料が値下げ 

平成 20 年４月１日から、アマチュア局の免

許（再免許）の電子申請の手数料が値下げさ

れます。 

下記のように電子申請の場合の手数料が大幅に値

下げとなります。なお、申請書類（書面）による免許申

請および再免許申請の手数料については従来通り 

 

で変更ありません。 

 

●免許申請（50W 以下） 

申請書類によるもの 

現行 4,300 円→改正後 4,300 円（変更なし） 

電子申請によるもの 

現行 4,200 円→改正後 2,900 円 

●免許申請（50W 超） 

申請書類によるもの 

現行 8,100 円→改正後 8,100 円（変更なし） 

電子申請によるもの 

現行 7,900 円→改正後 5,500 円 

●再免許申請 

申請書類によるもの 

現行 3,050 円→改正後 3,050 円（変更なし） 

電子申請によるもの 

現行 2,950 円→改正後 1,950 円 

 

電波利用料が引き下げか？ 

「電波法の一部を改正する法律」案が平成 20

年２月５日に上程 

 平成 20 年２月５日に「電波法の一部を改正する法

律」の案が今国会に上程されております。 

法律が成立し施行されますとアマチュア局の電波

利用料が現在の「500 円」から「300 円」に引き下げら

れます。 

なお、実際に 300 円に引き下げられる年月日は、

法律案の附則（「この法律は、公布の日から起算して

九月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。」）に書かれているように、未定です。 

 

無線局統計情報 

「無線局統計情報」は、電波法により定められた免許

又は登録を受けた無線局に関するデータから、無線

局数等について集計した統計情報です。 
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アマチュア無線局 1 月 511,085 

 12 月 512,682 

先月よりも ｄｏｗｎ 1,597 局 

   

地方局  総計 

総無線局数 511,085 

北海道 
無線局数 45,369 

比率(%) 8.9 

東 北 
無線局数 50,607 

比率(%) 9.9 

関 東 
無線局数 135,882 

比率(%) 26.6 

信 越 
無線局数 22,469 

比率(%) 4.4 

北 陸 
無線局数 14,277 

比率(%) 2.8 

東 海 
無線局数 71,785 

比率(%) 14.0 

近 畿 
無線局数 61,721 

比率(%) 12.1 

中 国 
無線局数 36,835 

比率(%) 7.2 

四 国 
無線局数 22,658 

比率(%) 4.4 

九 州 
無線局数 46,913 

比率(%) 9.2 

沖 縄 
無線局数 2,569 

比率(%) 0.5 

 

セキュリティは大丈夫ですか？ 

あなたは、自宅のパソコンやネットワークのセ

キュリティについて、どの程度意識して対策を

取っていますか？ 

家庭のパソコンは脅威にさらされている？ 

ここ数年、家庭のインターネット環境は回線の高速

化が進み、常時接続が一般的になっています。さら

に通信速度の速い光回線も普及しています。常時接

続できる環境は、「いつでもインターネットに接続でき

る便利さ」がある反面、「いつでも被害に遭う危険があ

る」というリスクを負っていることも忘れてはなりませ

ん。 

その最大のリスクは、データ流出によって犯罪の標

的になることです。手段としてウイルスが使用される

場合があります。かつて、主にファイルの改変やハー

ドディスクの破壊などを行う“パソコンにとって”の脅威

に過ぎなかったウイルスは、昨今では、金銭目的の

犯罪、つまり“利用者にとって”の脅威に変化しました。

ウイルスに感染させ銀行口座番号とパスワードを盗ん

だり、偽った情報のメールを送ってお金を振り込ませ

たりするなど、家庭・個人を狙ったものが増えていま

す。 

一方、古いパソコン環境にも危険が潜んでいます。

例えば、既にサポートが終了している Windows 98 の

パソコンは、セキュリティ修正プログラムが提供されな

いうえ、最新のセキュリティ対策ソフトに対応できない

場合がほとんどです。  

最近のセキュリティ被害の実例をみてみると  

１）就任直後の福田首相からメールが来た 

2007 年 9 月 25 日に就任した福田首相の名前を騙る

メールで、ウイルスを頒布しようとするケースが発生。

一見普通の文書ファイル（実はウイルス）が添付して

おり、開くと感染。パソコンを外部から操作可能にし、

情報を特定の Web サイトに送信する。  

２）かわいい子猫のグリーティングカードをもら

った 

グリーティングカードを装ったメールを送り、本文に書

かれた URL をクリックさせる。すると、子猫の写真の

Web サイトが表示されるが、その裏ではウイルスが自

動ダウンロードされてしまう。  

３）便利な機能を入れたはずなのに・・・ 

利用者が増えている P2P 音声通話システム「スカイ

プ」のプラグイン（追加機能）を装ったプログラムが、

Web サイトや掲示板に掲載。ダウンロードして実行す

ると、偽の画面を表示して、利用者のスカイプ ID とパ

スワードを特定の Web サイトに送信。さらにインター

ネットブラウザに記憶されているパスワードなどの機

密情報も同時に送信する。   

 これらのケースは一例に過ぎません。インターネット

に接続することは、即ウイルスに感染する危険がある

ことを自覚し、総合的なセキュリティ対策ソフトを活用

することが必要です。 

ＷＥＢサイトのアクセスがウイルス感染の第一歩と 

インターネット利用者のほとんどは、Web サイトを見

ることが主な目的になっています。それを踏まえてネ

ット犯罪者は、Web サイトにさまざまな“罠”を仕掛け

るのです。 

ウイルスが仕掛けられた Web サイトへアクセスすると

どうなるのでしょう。実は、表面上何も起こらずにウイ

ルスが実行されてしまう場合もあります。利用者が気

づかぬうちに感染してしまうのです。 

最近では、企業などの一般的な正規の Web サイトが、

ウイルス配布に悪用されることが増えています。つま

り、Web サイトが不正アクセスによって乗っ取られてし

まうのです。利用者が正規の Web サイトにアクセスす

ると、悪意ある Web サイトに転送されるよう仕込まれて

おり、そこから自動的にウイルスが実行されてしまうと

いう手法です。普段よく利用している Web サイトが、

悪意ある Web サイトへの入り口になってしまう可能性

もあるのです。 

パソコンに侵入したウイルスも、利用者に気づかれず

に活動するものが増えています。その多くは、金銭を

盗み取ることを目的としています。 
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また、正規の Web サイトとそっくりな偽の Web サイトを

つくって、利用者をだまして個人情報を盗み取る「フ

ィッシング詐欺」や、Web サイトを閲覧していると、金

銭の請求画面が突然表示される「ワンクリック詐欺」な

ども、Web サイトを悪用した犯罪です。  

悪質化する迷惑メールから、さまざまな被害が 

あなたのメールアドレスに、迷惑メールは届いてい

ませんか？ 依然として、メールを介したネット犯罪は

衰えをみせません。手を変え、品を変え、利用者に

被害をもたらす脅威が出回っています。 

迷惑メール（スパムメール） 

 利用者が必要としないメールを次々と送りつける迷

惑メール。インターネットを流通するメールの 90％以

上を迷惑メールが占めているという調査結果もありま

す。近年登場してきた新しいタイプの迷惑メールを紹

介しましょう。   

  

・画像を悪用する迷惑メール（画像スパム） 

 テキスト情報を画像化し、その画像をメールに添付

する手法。メール本文に不正な情報を記述すると迷

惑メール対策製品にブロックされるため、画像化する

ことでブロック回避を狙う。画像にリンクを張って悪意

ある Web サイトに誘導する迷惑メールもある。 

・文書ファイルを悪用する迷惑メール（PDF スパム） 

 文書ファイルに情報を記載し、メールに添付する手

法。メール本文のキーワードチェックによる迷惑メー

ルとしてのブロックを回避するために、必要情報を別

ファイルにして添付。PDF ファイルが利用されるケー

スが多い。PDF ファイルの閲覧時に脆弱性を利用し

てウイルスを実行させる攻撃も登場している。 

・音声ファイルを悪用する迷惑メール（音声スパム） 

 情報を音声ファイルに吹き込み、メールに添付する

手法。利用者が被害に遭う可能性は低いが、迷惑メ

ール対策製品を回避するための苦肉の策として登場

したものと思われる。   

フィッシング詐欺サイトへの招待メール 

本物を装ったメールを送り、フィッシング詐欺用サ

イトにアクセスさせようとします。例えば、銀行を装っ

たフィッシング詐欺の場合、メールを送る相手はその

銀行の利用者に絞られ、文面も言葉巧み。またメー

ル文中には、正規の銀行サイトへのリンクが多数書か

れ、その中にフィッシング詐欺サイトへのリンクを紛れ

込ませておくなど、手の込んだものもあります。  

不正プログラムの添付 

メールにウイルスやスパイウェアなどの不正なプロ

グラムを直接添付したケースも、いまだにあります。不

審なメールの添付ファイルを開いてしまう利用者はほ

とんどいないでしょうが、OS やソフトウェアにセキュリ

ティホール（脆弱性）があると、メールをプレビュー（閲

覧）しただけで添付された不正なプログラムが実行さ

れることもあります。  

迷惑メールに対しては、特定電子メール送信適正

化法などの法整備が行われており、今後も規制が厳

しくなるでしょう。しかし、それらをかいくぐるような手

口が登場し、多様化、悪質化することも予想されます。

迷惑メールに対する意識は、これからも強く持ってい

なければならないでしょう。 

インターネットを安心して使うために必要な対策とは 

ウイルス対策製品を使用していれば、ウイルスの感

染を防げます。しかし、新しいタイプのウイルスが登

場すると、製品が対応するまでに時間がかかることが

あります。対策を強化するためには、ウイルスに遭遇

する確率を下げ、万が一感染しても復旧を簡単にす

るような機能を組み合わせることが有効です。最近の

ウイルス対策製品は、新しい脅威に対抗するための

さまざまな機能を備えたものがあります。ウイルス対策

製品を導入する際には、これらのセキュリティ機能が

備わったものを選ぶことをおすすめします。 

そろえておきたいセキュリティ機能 

・URL フィルタリング機能 

 日々、新しいウイルスが何十種類も生まれ、悪意あ

る Web サイト上に仕掛けられています。それらのウイ

ルスに感染しないためには、そもそも悪意あるWebサ

イトにアクセスしないこと。多くのセキュリティ対策ソフ

トに搭載された『URL フィルタリング機能』を活用すれ

ば、誤って悪意ある Web サイトにアクセスすることも防

げます。 

・検索サイトの検索結果を評価する機能 

 この機能は、検索結果に表示された Web サイトが

安全なのか危険なのかを色別で示し、危険なサイト

へのアクセスを未然に防ぎます。 

・パーソナルファイアウォール 

 家庭において、インターネットからの不正なアクセス

をブロックするほか、内部から外部への通信、つまり

ウイルスなどによる外部へのアクセスもブロックしてく

れます。 

・迷惑メール対策機能 

 迷惑メールにウイルスが添付されていたり、メール

内のURLから悪意あるWebサイトに導かれることがあ

るため、迷惑メールをブロックすることはウイルス対策

にとっても有効です。最近では、迷惑メールと判断す

る条件が細かくなっており、悪質化する迷惑メールを

より高精度に検出できるようになっています。 

・感染状態からの自動復旧機能 

 万が一ウイルスに感染してしまうと、感染前の状態

に復旧させるには多くの箇所を修正しなくてはなりま

せん。自動復旧機能があると、複雑で手間のかかる

ウイルスの復旧作業が自動で処理されます。例えば、

活動中の不正プログラムの強制終了、変更されたパ

ソコン設定の削除および修正、など、ウイルスの特徴

によって異なる復旧作業が自動で実行されます。万

が一ウイルス感染した場合でも、簡単に感染前の環

境を取り戻せます。 
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  インターネット上では、毎日のように新しい脅威が

発生しています。パターンファイルをアップデートする

だけでは「完璧な対策」とは言えません。脅威は多種

多様に分散化しています。あらゆる危険性を考え対

策を行っておくことで、リスクを最小限にとどめること

ができます。 

今回ご紹介したような、家庭に忍び寄るさまざまな脅

威からパソコンや大切な財産を守るには、最新の脅

威への対策が取れるセキュリティ対策製品を導入す

ることが、基本であり最大の防御となることを理解して

おきましょう 

 

新幹線でインターネットが可能 

東海道新幹線「N700 系」、2009 年春から

車内で無線 LAN によるインターネット接続が

可能 

現在、乗務員と指令員等との連絡手段や、車内の

公衆電話、文字ニュースサービスなどの情報伝送に

使用している「列車無線」を、アナログ方式からデジタ

ル方式に変更。 

これに伴い、東海道新幹線（東京～新大阪間）で

高速走行中にインターネットに接続できる車内環境

を実現するほか、乗務員（車上）と指令員や駅員（地

上）間の情報伝送ネットワークの充実を図ります。 

１．Ｎ７００系では、高速走行中の一部区間において

接続が難しかった「インターネットサービス」は、安定

した接続環境となります。 

・車内に「無線ＬＡＮ」のアクセスポイントを設置。これ

らの各ポイントをつなぎ、列車内で「無線ＬＡＮ」のネ

ットワークを構築。 

・デジタル化する列車無線を利用して、列車からＬＣ 

Ｘケーブルに情報伝送し、地上側に新設するインタ

ーネット接続装置を介してＩＳＰ（インターネットサー

ビスプロバイダ）に接続。 

２．情報通信機能を拡充して、お客さまへの案内を迅

速化します。 

・車内にＰＨＳアンテナを設置（３００系・７００系・Ｎ７０ 

０系全編成に）。 

・乗務員相互間は専用ＰＨＳ端末で、どこからでも確 

実に通話が可能。 

・乗務員室のみならず車内どこからでも車内放送が 

可能に。 

・乗務員、指令員、駅員の３者同時通話も可能とな 

り、緊急時における情報の共有化が迅速に。 

３．デジタル化する列車無線を使用して、乗務員と指

令員の間の情報伝達機能を拡充し、さらに安全で安

定した輸送を実現します。 

・指令員から乗務員への情報伝達は口頭で行ってい

るが、指令情報や運行状況については、乗務員室の

表示装置(モニタ)へ画像で伝達する機能を追加。 

・車両機器や列車の揺れの状態について、走行中の

列車から指令員へ情報を伝送しているが、情報を増

加・充実することで、更に的確な状況把握が可能に。 

４．概算経費 

約３５０億円 

５．開始時期 

平成２１年春（予定）   

 

 
 

 


