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電波監視により発覚！ 

QSL カードを長年発行しなかった千

葉県在住の 2 アマに対し従事停止 30

日間の行政処分 

東京電気通信管理局は 4 月 1 日、アマチュア無

線の交信において QSL カードの発行を約束しなが

ら、長年にわたり発行を忌避していた無線従事者

に対して、電波法に基づき 30 日間の無線従事者

の従事停止処分を行った。 

東京電気通信管理局が発表した処分内容は次

のとおり。 

1.違反の概要 

 千葉県在住の無線従事者（男性 63 歳、第二級

アマチュア無線技士）は、昭和 41 年からアマチュ

ア局を開設し、自己の所有する船舶および自動車

で各地からの運用を頻繁に行っているが、交信の

都度、相手方に「QSL カード」の迅速な発行を約束

しながら、現在に至るまでの 49 年間、1 枚の発行

にも至っていない。総交信局数は 29 万局にのぼ

る。この行為は虚偽の通信を禁止した電波法第

106 条に違反するものです。 

  本件違反は、当局が実施しているアマチュア局

の電波監視を端緒に発覚したものです。 

2.行政処分の内容 

 無線従事者の従事停止 30 日間 

3.行政処分の根拠 

 無線従事者の従事停止処分は電波法第 79 条第

1 項に基づくものです。 

＜参考（電波法抜粋）＞ 

第 106 条 自己若しくは他人に利益を与え、又は

他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百

条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信

を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円

以下の罰金に処する。 

 

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、

又は三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。 

（以下略） 

上の記事は、4 月 1 日のエイプリルフール企画とし

てhamlife.jpが考えたもので、実際に起きた出来事

では有りませんので、お間違いの無い様にお願い

致します。 

 

ヤフーが検索情報削除の新基準を

公表 

ネット上での個人情報の削除を求めるいわゆる

「忘れられる権利」の議論が欧米で活発になるなか、

検索大手「ヤフー」は検索情報の削除に応じる際

の新しい基準を公表しました。この中では、削除に

応じる対象として、生命や身体に危険が及ぶ場合

や個人が特定できる情報のほか、いじめの被害に

関わる情報などを盛り込んでいます。 

ヤフーはネットの普及で誰もが情報発信できる

一方で、自分の情報を知られることへの不安も高

まっているとして、有識者会議を設けてどのような

場合に検索情報の削除に応じるのか新たな基準

をまとめました。 

会社側によりますと、国内の検索事業者で有識者

会議を設けて検索情報の削除基準を明確化し公

表するのは初めてだということです。 

新たな基準では、削除の判断にあたっては、公職

者か未成年者かなど削除を求めている人の属性と

情報の内容についても性的画像などのようにプラ

イバシー保護の必要性が高いかなどを検討すると

しています。 

そのうえで、削除すると判断した場合もケースに

よって対応を変えて、個人の生命や身体に危険を
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及ぼす可能性があると判断した場合は検索結果そ

のものを表示できないようにするほか、一般の人の

住所や電話番号、病歴などの場合は該当する部

分だけを削除するとしています。 

また、未成年者に関する情報やいじめの被害のほ

か、長期間経過した軽微な犯罪に関する情報など

も削除の対象になるとしています。 

ただ、公職者や企業経営者、著名人の情報などは

表現の自由にも関わる公益性が高いものだとして

削除には慎重に対応するとしています。 

ヤフーは３１日から今回の新たな基準に沿った対

応を始めるとしています。 

ヤフーの別所直哉執行役員は記者会見で「プラ

イバシーに関する意識の高まりもあって、検索サー

ビスに対する信頼を維持するためには、検索事業

者が情報の削除にあたって何をどうしているのか

外部に分かりやすく明示する必要があった。検索

サービスはインターネットがもたらす『表現の自由』

や『知る権利』に貢献しており、今回の基準を基に

『プライバシーの保護』とのバランスを取って、今後

も慎重に判断していきたい」と述べました。  

検索情報の削除までの手続きは 

ヤフーが検索情報を削除するまでの手続きです。 

削除したい検索情報がある利用者は、ヤフーのホ

ームページ上にある「検索結果に関する情報提供

フォーム」に削除したいサイトのタイトルやＵＲＬな

どを入力して送信します。 

要請を受けたヤフーは今回の基準をもとに、社内

で協議して削除するかどうかを個別に検討します。 

削除を判断した場合でもケースによって対応は変

わります。 

具体的には、個人の生命や身体に危険を及ぼ

す可能性がある場合や第三者の閲覧を前提として

いない私的で性的な画像や動画については「例外

的な措置」として、検索結果そのものを表示できな

いようにするとしています。 

一方、それ以外のケースでは、検索結果に出て

くるタイトルの部分や「スニペット」と呼ばれる要約

文から該当する部分だけを削除し、検索結果に表

示しないようにするということです。 

なお、今回の基準で削除されるのは、ヤフーの

検索サイトの検索結果の情報に限られます。 

検索で表示されるサイトの情報そのものの削除に

ついてはそのサイトの運営者に対する要請が必要

になります。 

欧米では活発に議論 

「忘れられる権利」はヨーロッパやアメリカなどで

活発に議論され、対応する動きが出始めています。 

「忘れられる権利」は去年５月、ＥＵ＝ヨーロッパ連

合の最高裁判所に当たるヨーロッパ司法裁判所が

出した判決をきっかけに議論が活発になりました。 

この裁判では、社会保険料の滞納を理由に不

動産の競売にかけられたスペイン人男性が、問題

が解決したあとも１６年前の新聞記事がネット上で

表示されていたためグーグルに検索結果の削除を

求めていました。 

これに対し、裁判所は「時間の経過とともに意味

を持たなくなったデータは一定の条件で個人の求

めに応じて削除する義務がある」として、男性の求

めを認める判決を出しました。 

この判決では、訴えの元になった新聞記事では

なく、ネット上の情報が掲載されたページへのリン

クを検索サイトから削除するよう命じたもので、「忘

れられる権利」を認めた判決として注目されました。 

一方、アメリカではカリフォルニア州が１８歳未満の

未成年者を対象に、ネット上に投稿した情報の削

除を認める法律をことし１月に施行し、「消しゴム法」

として話題になりました。 

ただ、アメリカでは、表現の自由を重視するメデ

ィアや法律の専門家などから「『忘れられる権利』を

認めれば事実上の検閲となり、ネット上の自由な情

報の流通を妨げることになる」などという慎重な意

見も出ています。 

一方、日本では東京地方裁判所が去年１０月、

「検索結果に表示される記事のタイトルや抜粋が

人格権を侵害している以上、検索サイトの管理者

に削除義務が発生するのは当然だ」などとして、グ

ーグルに対して一部の削除を命じる決定をして「忘

れられる権利」を巡っては日本でも議論が広がり始

めています。 

グーグルは削除要請の受け付けも 

グーグルはヨーロッパでは利用者を対象に削除

の要請を受け付けています。 

これはＥＵ＝ヨーロッパ連合の最高裁判所にあ

たるヨーロッパ司法裁判所が去年５月、検索結果

に表示された個人情報を削除するよう命じたことを

受けた対応です。 

ヨーロッパで受け付けを始めた去年５月以降、グ

ーグルには２３万件を超える削除要請が寄せられ

たということです。 

要請を受けて、グーグルはネット上のサイトの住

所に当たるＵＲＬを一つ一つ検証し、８０万を超え

るＵＲＬのうちおよそ４割を削除したとしています。 

さらにグーグルは、法律の専門家やメディア関係

者などからなる有識者会議を設置して、先月、ヨー
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ロッパでの削除の基準についての報告書を公表し

ています。 

この中では、削除を判断する際には、対象者の

公的な役割や、個人のプライバシーに強い影響が

あるかのほか、情報源や時間の経過で情報の重

要性が変わったかという４つの基準を踏まえるべき

だとしています。 

グーグルは個人情報の削除を決めた具体例も

紹介しています。 

例えばネット上に公開した画像を無断で別のサ

イトに投稿されたとして削除を求めた女性に対して

は、これを認めて該当するサイトへのリンクを削除

したとしています。 

一方、マイクロソフトも自社の検索エンジン「ビン

グ」で表示される個人情報について、グーグルと同

じようにヨーロッパの利用者を対象にした専用窓口

を設けて、削除の要請を受け付けています。 

独自基準設けているニフティ 

インターネット上の個人情報の削除を巡っては

検索事業者以外のＩＴ企業でも対応が進められて

います。 

このうち、ＩＴ企業の「ニフティ」は、どのような場

合にネット上の個人情報を削除するのかを判断す

る独自の基準を設けています。 

この会社には、今月、過去の経済事件で有罪判

決を受けた男性から、当時の記事がブログに引用

されて就職活動に支障が出ていることを理由にブ

ログを削除してほしいという要請がありました。 

これについて、ニフティは事件が報じられてから

３年が経過しなければ原則として削除に応じないと

いう独自の基準に従い男性の要請に応じませんで

した。 

会社によりますと、削除の要請は去年１年間で

およそ４００件あったということで、このうち、およそ８

０件については削除に応じたということです。 

ニフティの丸橋透法務部長は「手間はかかるが

事業者として必要な社会的コストという面もあり、削

除の要請には応じていかないとしかたがないが、

バランスをとるのは大変難しい」と話しています。 

専門家は 

インターネット関連の法制度に詳しい中央大学

の宮下紘准教授は「インターネット上の個人情報

が増加し、削除を求める一般のユーザーに応えた

ものとして評価できる。 

ただ、削除基準の大枠が公表されているだけで、

削除の要請をした場合に、その情報がいつ、どの

ように削除されるのかという手続きは示されておら

ず、いつのまにか情報が消されていたということに

なれば、知る権利や表現の自由という観点から問

題が残されていると思う」と述べました。 

そのうえで、宮下准教授は「異なる検索サイトの

間で統一的な基準を設ける必要があり、検索事業

者に基準を丸投げするのではなくて、第三者機関

のようなところが統一的な判断の枠組みを示すこと

が必要ではないか」と述べました。 

さらに「プライバシーの権利と表現の自由は、ど

ちらも民主主義にとって非常に重要な価値であり、

てんびんにかけて、ケースバイケースで判断せざ

るをえない」と述べ、プライバシー保護と表現の自

由のバランスをとった判断が重要だと強調しました。 

インターネット上の表現の自由などに詳しい東

京大学大学院情報学環の成原慧助教は「ネットの

利用者の多くは検索サイトを通じて、自分の興味

のあるサイトにアクセスしており、検索サイトから削

除されてしまうと、そのサイトは事実上ネット上に存

在しないのと同然となるおそれがある。 

検索サイトは利用者の表現の自由や、知る権利

の実現に貢献するインフラとしての役割を担ってお

り、検索サイトからの情報の削除は慎重な判断が

求められる」と指摘しています。 

そのうえで、成原助教は「表現の自由に重きを

置くアメリカでは、検索サイトのようなネット上の情

報の媒介者に関する表現の自由を手厚く保障する

法律もあり、情報の媒介者に削除を求めるのは最

後の手段だという考えが根強い」と述べ、検索情報

の削除は表現の自由や知る権利を踏まえて慎重

に対応する必要があるとしています 

 

NHK だけ映らないアンテナ 

「NHK だけ映らないアンテナ」がニ

コニコ学会 β シンポジウムで発表 

NHK（日本放送協会）の放送だけを映らなくする

アンテナを、筑波大学視覚メディア研究室が開発、

「ニコニコ超会議 2015」の「第 8 回ニコニコ学会 β

シンポジウム 研究してみたマッドネス」に応募した。 

NHK は地デジ技術特許を多数持っており、知

財権の制約により NHK が映らない地デジ対応テ

レビは、国内では販売できない。しかし、アンテナ

は、知財権の制約のない古い技術を組み合わせ

て作ることができる。 

筑波大学視覚メディア研究室はこの研究で、関

東広域圏のスカイツリーからの電波で、NHK 以外

の放送が映る状態を維持しながら、NHK だけ映ら

ないアンテナフィルタの製作方法を述べる。 
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原理的には、よく知られた共振型ノッチフィルタ

を用いる。 

関東広域圏では、21ch～25ch に主要民放、

26ch に NHK E テレ、27ch に NHK 総合が割り

当てられている。26ch の中心周波数（551MHz）と 

27ch の中心周波数（557MHz）にピークを持つ Q 

値の大きい 2 つのノッチフィルタを並列につなげば、

NHK の 2 放送を同時に遮断できる。 

しかし、フィルタを 2 つ使うとコストが増大するので、

26ch と 27ch の中間にピークを持つノッチフィル

タで、NHK の 2 放送を同時に遮断する方法を試

みた。その結果、26ch と 27ch の中間より若干高

い周波数にピークを持つノッチフィルタを用いると、

最も高い確率で、NHK の 2 放送を同時に遮断で

きることが確かめられた。  

 
NHK だけ映らない（提供：ニコニコ学会） 

 

週刊アスキーが休刊 

電子メディアに完全移行 

 ＫＡＤＯＫＡＷＡ傘下のアスキー・メディアワーク

スは３１日、パソコン雑誌「週刊アスキー」を５月２６

日発売号を最後に刊行を休止し、電子メディアに

完全移行すると発表した。 

 これに伴い６月以降、インターネット上で展開す

る「週アスＰＬＵＳ」を「週刊アスキー」に改名する。 

 国内唯一の週刊パソコン誌である同誌は１９８９

年、月２回刊行の「ＥＹＥ―ＣＯＭ」（アイコン）として

出発し、９７年の週刊化の際、現在の誌名に変更。

２０１４年１０～１２月の発行部数は約９万６０００部。

休止の理由について、「読者にとってより利便性の

高い電子メディアでのサービスに力を入れるため」

としている。 

 

JARL 販売品の価格改定 

「JARL NEWS」2015 年春号に掲載された「販売品

の価格改定のお知らせ」は次のように記載されて

いる。 

『このたび、「開局用紙」「変更用紙」の改訂と電子

申請の普及による発行部数減少に伴うコスト増、

「JARL バッジ」の製作費の高騰のため、誠に恐縮

ですが、これらの販売品の価格を改定させていた

だくことになりました。なにとぞご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。なお、従来の申請用紙もこ

れまでどおり使用できます』 

発表された新価格（税込み）、改定前の価格（税込

み）、値上げ率は次のようになる。 

・「アマチュア局個人・社団用開局用紙」 

 新価格 1,026 円（旧価格 864 円、値上げ率 18.7%） 

・「アマチュア局変更用紙一式」 

 新価格 1,188 円（旧価格 864 円、値上げ率 37.5%） 

・「JARL バッジ」 

 新価格 864 円（旧価格 514 円、値上げ率 68.0%） 

4 月 1 日午前 7 時現在、JARL Web の販売品コ

ーナーではいずれの販売品も「旧価格」で案内さ

れている。また申請書類の販売委託先である「楽

天ブックス」のサイトでは、商品を旧価格でカートに

入れ、購入手続きを行うことができる状態にあるの

で確認が必要です。 

 

携帯電話・スマホの影響はほぼ否

定 

携帯電話・スマートフォン(スマホ)の

電源オフオフキャンペーンが中止 

平成 25 年度電波の医療機器等への影響に関

する調査結果及び当該結果に基づく「各種電波利

用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響

を防止するための指針」の改訂(総務省) 

この調査報告を詳細に読むとわかるのですが、

15cm 以上離すというのは、極めて安全域が高い指

針だということがわかります。たとえば、満員電車の

中で、携帯電話の電源を切り忘れてペースメーカ

ーを装着した人と接したとしても、誤作動を起こす

ことは限りなくゼロに近いことだといえるでしょう。 

しかし、だからといって、ペースメーカーを装着し

ている人の前で堂々と携帯電話・スマホを使用す

るのは遠慮すべきでしょう。そもそもペースメーカー

というものは、心臓の動きが不安定な方が装着す

るものです。心臓の持病を持っている方にとってペ

ースメーカーの誤作動は万が一もあってはならな

いことです。これまでの調査でペースメーカーへの

携帯電話・スマホの影響はほぼ否定されることにな

っていますが、せめて優先席の前くらいは携帯電

話・スマホの操作を控えるのが、大人のマナーで

はないかと私は考えます。 

 


