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元旦に届くにはいつまでに出せば

いいの？ 

年賀状の受付期間は12 月15 日～12 月

25 日までの11 日間です。 

但し、ここでの期間とは、元旦に確実に届く年賀

状の受付ですから、12/25 以降の年賀はがきが年

賀状扱いされない訳ではありません。 

確実に元旦に届く年賀状の受付期間！です。 

では、『12/25 以降に投函した年賀はがきは元旦

に届かないか？ 』というと、そうでもありません。  

日本郵便では、『12 月 26 日以降 12 月 28 日の

間に差し出された年賀状もできる限り元日に

お届けできるよう取り組みます。』という話が掲

載されていました。なので、12/28 までは一応 OK

ということになりますが、、確実ではありません！ 

郵便局にも都合がありますからね。 

その期間に必要以上に集まってしまった場合には、

どうしたって対応できません。 

また、地域によっても差が生じるでしょう。 

 ですから、確実に元旦にお届けするには、12 月

15 日～12 月 25 日となります。 

新年早々、礼儀を欠くことのないようご注意くだ

さいね。 

 

「DIME トレンド大賞」を発表 

小池都知事も受賞、流行語大賞にも意欲 

小学館 DIME トレンド大賞」の発表・贈賞式が

15 日、都内にて開催された。 

同賞は、雑誌「DIME」がその年に話題となった商

品やサービスなどに贈る賞。今年はゲームアプリ

「Pokemon GO」が大賞に選ばれた。 

 

◆小池百合子都知事がトップリーダー賞 

イベントには小池百合子東京都知事が出席。新

設された「トップリーダー賞」を受賞し、「まだまだト

ップリーダーとはいかないかもしれませんが、 

励ましをいただいたということで大変感謝いたしま

す」と喜びのコメント。 

トップリーダーに必要なものについては、「まだ

十分なトップリーダーではないので精進したいと思

います」としたうえで、「やはり決断をすることだと思

います。ときにはリスクを取ることも必要かと思いま

す。ただ、私は知事としてはあまりリスクが高いとい

けませんので、そこはしっかりとリスクヘッジをする

ということだと思います」と回答した。 

◆小池百合子都知事、流行語大賞も狙う？ 
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受賞は 2 回目だそうで「1 回目の時はクールビス

の成果ということでいただきました。トレンドをこれか

らもしっかり作っていきたいと思っています」といい、

「トレンドを作るという意味で 2 回受賞できたことを

嬉しく思っています。ひとつ、ひとつの点ではなく

て、流れを作るということを認めていただくのはとて

も嬉しいです」と笑顔を見せた。 

さらに流行語大賞の話題では、小池都知事が

掲げる「都民ファースト」が選ばれるのではと投げ

掛けられると、「ぜひ、選んでほしいですね」と意欲

的な姿勢を見せた。 

◆吉田沙保里選手が話題の人物賞 

またイベントでは、レスリングの吉田沙保里選手

が話題の人物賞を受賞。 

吉田選手は、2016 年を振り返り「リオのオリンピッ

クがあったので、リオのオリンピックを目指してがん

ばってきた 1 年でした。ほんとうにたくさんの方に応

援していただいて、無事に、オリンピックでも、金メ

ダルとはいかなかったのですがメダルを取ることが

できました。今となっては本当に、昔のようなことに

…。あっという間に過ぎて行ったなと思います」と感

慨深げにコメント。 

「コーチもやるようになったので、選手として、コー

チとしてがんばっていきながら、色々なことに挑戦

していきたいなと思っています」と意気込みを語っ

た 

 

119 番大正末期、最初は「112 番」 

11 月9 日は、緊急電話「119 番」の日 

ただ、機械による自動電話交換が一部 地域で

始まった、1926 年（大正 15 年）当時は、 「112 番」

でした。公益財団法人•東京連合 防火協会による

と、それま では、電話局に「火事だ」 と知らせると、

交換手が近くの消防署につないでくれる仕組みで

した。火災の目撃者が一斉に通報するわけ です

から、交換手は大わらわだったそうです。 

開始当時、 新型の電話はダイヤル式。1 が

もダ イヤルが回る時間が短いため、当初は「112

番」が採用されました。ところが、当時の電話の構

造上、他に かけるつもりが誤って「1 12 番」にかか

ることが多々ありました。翌 27 年(昭和 2 年)10 月

に、誤接続の 少ない「119 番」に変更 され、今に

至っています。 

開始当時、 新型の電話 はダイヤル式。1 が

もダ イヤルが回る時間が短いため、当初は「112

番」が採用されました。ところが、 当時の電話の構
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造上、他にかけるつもりが誤って「1 12 番」にかかる

ことが多々ありました。翌 27 年(昭和 2 年)10 月に、

誤接続の少ない「119 番」に変更され、今に至って

います。 

この頃の 112 番、11 9 番通報が受け付けていた 

のは、火災だけでした。救急が加わったのは、横

浜市で今の救急車の配備が始 まった 33 年です。

事件、事故の際の「110 番」が始 まったのは、戦後

のことで す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界「酒飲み国家ランキング」がこ

れだ！ 

ヨーロッパ強すぎ!! アジアでは日本や韓

国が健闘  

ビールに日本酒、焼酎、ワイン……一部の人の

間では「命の水」と呼ばれるお酒。しかし全ての人

がそう思う訳ではなく、「アルコールの匂いや味が

苦手」「体質的に合わない」「苦い思い出があり断

酒している」という人も存在する。 

そしてアルコールを消費する量は、国や地域によ

っても大きく違ってくるようだ。そこで今回は世界各

国の「アルコール消費量ランキング」をお伝えした

い。 

・183 カ国のアルコール消費量をチェック 

ジャーナリストのマット・スタイルズさんがまとめたこ

のランキング。世界保健機関と世界銀行のデータ

を元に、世界 183 カ国の “国民一人当たりの年間

アルコール消費量” をランク付けしたものだ。“消

費量” の中には、製造量・輸入量・輸出量・販売

量が入っているという。 

まずはトップ 20 を見ていきたいのだが、すぐにヨー

ロッパの国々ばかりであることに気付くはず。なぜ

なら、内 19 カ国がヨーロッパ諸国だからだ！ 

【世界各国のアルコール消費量ランキング 

トップ 20】 

＊（）内は、国民一人当たりの年間アルコール消費

量。 

第 1 位：ベラルーシ（17.32 リットル） 

第 2 位：リトアニア（12.65 リットル） 

第 3 位：チェコ（12.43 リットル） 

第 4 位：クロアチア（12.18 リットル） 

第 5 位：オーストリア（12.04 リットル） 

第 6 位：ポルトガル（11.92 リットル） 

第 7 位：フランス（11.8 リットル） 

第 8 位：アイルランド（11.72 リットル） 

第 9 位：エストニア（11.61 リットル） 

第 10 位：ハンガリー（11.51 リットル） 

第 11 位：ルクセンブルク（11.4 リットル） 

第 12 位：ドイツ（11.2 リットル） 

第 13 位：ロシア（11.05 リットル） 

第 14 位：赤道ギニア（10.99 リットル） 

第 15 位：ポーランド（10.93 リットル） 

第 16 位：キプロス（10.69 リットル） 

第 17 位：ブルガリア（10.67 リットル） 

第 18 位：英国（10.67 リットル） 

第 19 位：スロベニア（10.61 リットル） 

第 20 位：アンドラ（10.57 リットル） 

強いぜ、ヨーロッパ！ しかし、単純に喜ばしいだ

けでは済まないかもしれない。例えばぶっちぎり 1

位のベラルーシ。海外メディア『Belarus Digest』に

よると、ベラルーシではアルコールが原因の犯罪

や自殺、健康被害が多発しているとのこと。 

事態を重く見ている政府は、悪品質の安物ワイン

の禁止、飲酒運転への罰則強化、年齢制限の引

き上げなどの対策をとっており、飲酒問題に関する

国民の認識を深めるために教育・啓蒙にも力を入

れていくそうだ。 

・日本は 59 位！ 

ヨーロッパ以外で比較的上位に入ってきていた地

域が、アジア・オセアニアやアフリカだ。2 つの地域

の上位 5 カ国は以下の通り。 

【アジア・オセアニアのトップ 5】 

第 23 位：オーストラリア（10.3 リットル） 

第 34 位：ニュージーランド（9.42 リットル） 

第 35 位：大韓民国（9.35 リットル） 

第 59 位：日本（7.4 リットル） 

第 71 位：クック諸島（6.36 リットル） 

【アフリカのトップ 5】 

第 14 位：赤道ギニア（10.99 リットル） 

第 25 位：ウガンダ（10.22 リットル） 

第 30 位：セーシェル（9.72 リットル） 

第 39 位：ガボン（8.89 リットル） 

第 40 位：ナイジェリア（8.74 リットル） 
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他は中国 83 位（5.63 リットル）、北朝鮮 110 位（3.39

リットル）、インド 117 位（3 リットル）など。アメリカ大

陸では、セントルシア 22 位（10.43 リットル）、アメリ

カ合衆国 41 位（8.67 リットル）、カナダ 46 位（8.2 リ

ットル）、ブラジル 55 位（7.58 リットル）となっていた。 

・国によって好みのアルコールがバラバラ 

また当ランキングでは、ビール、スピリッツ（ウィスキ

ーやブランデー、焼酎など）、ワインなどのアルコ

ール別の消費量も公開されており、国によってア

ルコールの好みが全く違うことが分かった。 

ベラルーシでは “スピリッツ消費量世界一：8.16 リ

ットル” なのに比べ、ワインは 0.35 リットルと低い。

一方、 “ワイン消費量世界一：7.45 リットル” に輝

いたポルトガルは、スピリッツ 0.92 リットルだけ。 

“ビール消費量が世界一：7.47 リットル” の赤道ギ

ニアは、スピリッツは 0 リットル。ウガンダはビール、

スピリッツ、ワインの消費量は軒並み低いものの、

「その他のアルコール」が 9.28 リットルと突出してい

た。これはウガンダ特産のバナナ、キャッサバなど

の醸造酒だと考えられるそうだ。 

ちなみに日本の内訳は「ビール：1.39 リットル、スピ

リッツ：4.09 リットル、ワイン：0.33 リットル、その他：

1.59 リットル」となっていたのだった。 

・イスラム教国ではほとんどお酒が飲まれていない 

そろってランキング下位をしめたのが、飲酒や酒の

醸造・販売が禁止されているイスラム教国。アフガ

ニスタンやクウェート、イエメンなどは総合消費量が

0.01〜0.03 リットル。ソマリア、リビア、バングラデシ

ュにいたっては「消費量：ゼロ」となっていた。 

中には観光客の飲酒を許可している国もあるが、

当ランキングは「国民の消費量」を調査したものな

ので、このような結果になったと思われる。またイス

ラム教徒でも、隠れて飲酒している人もいるようだ。 

 

今年最大のヒットは「ポケモンＧ

Ｏ」 

 情報誌「日経トレンディ」の「２０１６年ヒット商品ベ

スト３０＆２０１７年ヒット予測ベスト３０」が３日、都内

で発表され、第１位にスマートフォン向けゲーム「ポ

ケモンＧＯ」が選ばれた。 

 街中でポケモンをつかまえるゲームで、国内では

７月２２日に配信され、同月末で１０００万人以上が

プレーする爆発的人気に。子供だけでなく４０～５

０代のプレーヤーも多く、社会現象となった。同時

に、車を運転しながらのプレーによる死亡事故や

「レアポケモン」が出る公園などに深夜までプレー

ヤーが集まるなど問題も発生している。 

 配信するナイアンティック社は「今後も多くの皆様

に楽しんでいただけるよう、開発を進めていきたい」

とコメントを寄せた。発表会には、今年の「ヒット人」

として女優・高畑充希（２４）、俳優・山崎育三郎（３

０）、「来年の顔」でタレントの岡田結実（ゆい、１６）

が出席した。 

 ◆「日経トレンディ」２０１６年ヒット商品ベスト１０ 

＜１＞「ポケモンＧＯ」（位置情報を利用したスマホ

向けアプリ） 

＜２＞「君の名は。」（新海誠監督のアニメ映画） 

＜３＞ 「ＩＱＯＳ（アイコス）」（フィリップモリス社の加

熱式たばこ） 

＜４＞「スタグラム」（写真用のＳＮＳアプリ） 

＜５＞「メルカリ」（スマホでフリーマーケットの利用

ができるアプリ） 

＜６＞「スイーツデイズ乳酸菌ショコラ」（乳酸菌原

料をチョコで包んだロッテの菓子） 

＜７＞「新型セレナ」（日産のミニバン） 

＜８＞「レノア本格消臭」（Ｐ＆Ｇの柔軟剤） 

＜９＞「クッションファンデ」（韓国が発祥の化粧品） 

。スポンジに液状のファンデーションを染みこませ

る       

＜１０＞「グリーンスムージー」（生の葉野菜と果物、

水を混ぜた飲み物） 

 

モード携帯出荷、年内終了 

i モードのドコモケータイが遂に出荷終

了で「時代の終焉を感じる」 

ガラケーを使う人を見ることも大分減ってきた昨今。

NTT ドコモは遂にドコモケータイ（i モード）の出荷

を終了することを発表した。サービス自体はまだ継

続されるが、「ガラケーの終焉が来た……」と寂し

気な声がネットであふれている。 

i モードって？ 

「i モード」は 1999 年 2 月に始まった、ケータイで

インターネットを使用できるサービス。発表時、外
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でネットが使えるというのは、かなり珍しいことだっ

た。そのため Twitter では「当時は外で“ネット見ら

れるだとっ？”と騒いだもんだがな」「ちょうどこの頃、

docomo に勤めてたのよね。ホント凄かった、i モー

ドが出た時って……」と当時をふり返る投稿も出て

いる。「i モード」はサービス開始半年で 100 万人を

超える利用者が出るなど社会現象にもなっていた。 

今回の出荷終了には「また一つ、時代が終わる」

「時代の流れですな」「とうとうこの日が来ましたか。

かつては大変世話になってました。ご苦労様」と「i

モード」に対する弔いの声があがっている。 

これからのドコモ 

i モード搭載のケータイは 2016 年 11 月～12 月

を目途に出荷終了し、在庫限りで販売終了すると

いう。ドコモの公式サイトでは「ドコモケータイをお

求めのお客様にはドコモケータイ（sp モード）をご

用意しております」「ドコモらくらくホン（i モード）に

ついては当面出荷継続いたします」「i モードサー

ビスは今までと変わらず引き続きご利用いただけま

す」とも記されており、現在使用中のユーザーへの

心配りはしっかりされている。 

ただ、今回のドコモケータイ（i モード）の出荷終了

で、ドコモからガラケーの販売がなくなるというわけ

ではないのでそこら辺はお間違えなく。 

 

機内モードって、飛行機に乗らな

い自分にも役立つの?  

いまさら聞けない iPhone のなぜ 

説明書を読まなくても使い方がわかるのが、iPhone

の魅力であり強みです。しかし、知っているつもり

でも正しく理解していないことがあるはず。このコー

ナーでは、そんな「いまさら聞けない iPhone のなぜ」

をわかりやすく解説します。今回は、『機内モード

って、飛行機に乗らない自分にも役立つの?』という

質問に答えます。 

機内モードは、モバイル回線とWi-Fi、Bluetoothを

まとめてオン/オフする機能です。名前こそ飛行機

搭乗時を連想させますが、もちろん地上でも利用

できますから、使いかた次第ではいろいろな場面

で役立ちます。ぜひ活用しましょう。 

できるだけ早く充電したいときは、機内モードが有

効な手段です。通信機能がオンのときは、通知や

メールの受信といった処理のために電力を消費し

てしまいますが、機内モード時はその処理が行わ

れないため電力消費量が減ります。電話が通じな

い、データ通信できない、AirDrop など Bluetooth

関連機能が使えないという状態にはなりますが、充

電速度は確実にアップします。 

電話を取りたくないときにも、機内モードが使えま

す。「おやすみモード」を有効にするという手もあり

ますが、設定次第では着信を許可する相手がいた

り、繰り返し着信があった場合には通知したり、と抜

け道が存在します。確実に「電源が入っていない

か、電波の届かない場所に……」とメッセージを流

すことで着信をスルーしたい場合には、コントロー

ルセンターからタップ 1 回で有効にできる機内モー

ドが便利です。Wi-Fi と Bluetooth は手動で有効化

できますから、電話から逃れつつ WEB やメールを

使うということも可能です。 

なお、iOS 8.3 以降は機内

モード有効時でも GPS/位

置情報を参照できるように

なりました。山間部など電

波が通じにくい場所にい

るとき、位置情報を把握し

つつも(バッテリー節約の

ため)基地局を探さない、

という状態をつくり出すこ

とができます。以前は SIM

カードを抜くなどの対策が

必要だったことを思えば、

機内モードはありがたい

存在だといえそうです。 

 

ウイルス「ミライ」 

ＩｏＴ機器悪用、ウイルス「ミライ」世

界で猛威 

 「Ｍｉｒａｉ」（ミライ）と名付けられたウイルスが、イン

ターネットにつながる家電製品などのＩｏＴ機器を乗

っ取り、踏み台として悪用するサイバー攻撃が世

界中で猛威をふるっている。 

 ミライの設計図がネット上に公開され、すでに感

染したＩｏＴ機器は世界中で少なくとも５０万台。日

本国内への攻撃も確認され始めており、警察当局

は警戒を強めている。  

報サービス会社キヤノンＩＴソリューションズ（東 
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京）によると、ミライは防

犯カメラやルーターとい

ったＩｏＴ機器に、ネットを

通じて送り込まれ、外部

から機器を動かせるよう

「乗っ取り」を行う。その

後、攻撃者がサーバー

などに大量のデータを

送りつける「ＤＤｏＳ（ディ

ードス）攻撃」を行う際、

ミライに感染した多数の

機器を勝手に「踏み台」

とすることで、送り付ける

データ量を増幅させる。 

 

 

一回の充電で最大 90 キロ走れる

電動アシスト自転車 

BESV シリーズの「PSA1」、日本発売

へ  

一回の充電で 大 90 キロ走れる電動アシスト自

転車、BESV シリーズの「PSA1」 

 欧州市場で高い評価を得ている電動アシスト自

転車「BESV（ベスビー）」シリーズの 新モデル

「PSA1（ピーエスエーワン）」が 2017 年 2 月に、モト

ベロから発売される。 
一回の充電で

大90キロ走れる電

動アシスト自転車、

BESV シリーズの

「PSA1」 

今回発売され

る「PSA1」は、人

気モデル「PS1」のエントリーモデル。デザインはそ

のままに、フレームをカーボンファイバーからアルミ

に変更して低価格を実現した。バッテリー容量は

10.5Ah に大容量化。アシストモードにもよるが、フ

ル充電で 大 90 キロのアシストを可能にしている。 

カラーバリエーションは、「ホワイト」「レッド」「イエ

ロー」「グレー」の 4 色展開。価格は 18 万 5,000 円

（消費税抜き）。なお、価格や仕様は変更される可

能性がある。 

■製品仕様 

フレーム：アルミニウム 

寸法：1,548 x 1,120 x 600 ミリ 

重量：17.8 キロ 

ギア：Shimano Altus 7S 

タイヤサイズ：20 インチ 

バッテリー：36V 10.5Ah リチウムイオン 

走行可能距離：MODE-1=90 キロ、MODE-2=70 キ

ロ、MODE-3=50 キロ 

「PSA1」は、11 月 4 日～6 日に幕張メッセにて開催

される「サイクルモードインターナショナル 2016」で

展示される予定。 

 

タクシー20～40 円値下げ 

来月20 日から 大阪、京都など4 市域 

国土交通省近幾運

輸局は 11 月 20 日か

ら大阪、京都、神戸、

大津の 4 市域で適用

するタクシーの初乗り

運賃幅について、中

型•普通車の下限を 40

〜20 円引き下げると公示した。2014 年に定めた運

賃幅を巡っては、下限未満の料金で営業する業者

が引き上げを違法として提訴し国の敗訴が相次い

でいた。公示は 10 月 21 日付。 

新運賃幅は、大阪市域で現行の 660〜680 円

(中型車、2 ㌔)から 640〜680 円となり、下限が 20

円安くなる。下限は京都市域（同、1・7 ㌔）が 600

円から 560 円に、神戸（同、1・８㌔）、大津（普通車、

1・3 ㌔）の両市域でも 660 円、500 円から各 20 円

引き下げられる。上限はいずれも据え 

置さとなった。 

国は 02 年の規制緩和でタクシー）の規参入や

低運賃化が進んだとして、14 年にタクシー適正化・

活性化法を改正し、地域ごとに定めた運賃幅での

営業を義務づけた。しかし、格安運賃で営業する

業者が「営業の自由を侵害された」などとして、運

賃変更命令などの行政処分をしないよう国に求め

て各地で提訴。今年 7 月に同命令の差し止めを命

じた大阪高裁判決が確定するなど、国の敗訴が続

いていた。 

現在、初乗り運賃が日 510 円の「寿タクシー」(大 

阪府東大阪市)の浦木山峰寿社長(66)は「まだまだ

納得できるものではない。もつと営業の自由を認め

るベきだ。国の出方次第では今後も法廷で闘って

いく」話している。 

 

阪神高速新料金 

兵庫県500〜1400 円案 大阪府よリ高

く 

国士案通省が進める近畿の高速道路料金の見 
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直しで、兵庫県は阪神高速について、現行の普通

車 510～1400 円とする新料金案をまとめた。大阪

府は別の料金案を示しており、国と両府県による

調整が焦点とな る。 

料金見直しは、路線ご

とに異なる料金体系を、

利用距離に応じた体系

に一本化するのが狙い。

大阪府は350～1350円と

する案を提示している。 

兵庫県案は、阪神高

速大阪湾岸道路西伸部

(神戸市市東灘区—垂水区、約 21 キロの早期完成

に向けた財源を確保するため、大阪府より高めの

料金設定とした。 

国交省は両府県の案を踏まえて新料金を決定。

関係自治体の議会の議決を経て、2017 年度から

適用する方針だ。 

 

洗濯表示 12 月一新 

半世紀ぶり国際規隐に準じ 

 衣類のタグに描かれた、洗濯方法を示す「洗濯表

示記号」がじ巧に一新される。 

半世紀ぶりの大改正で、「洗濯機」「シャツ」など見

慣れた絵柄がなくなり、デザインも現行の 22 種類

から 41 種類に増える。ただ、変更に関する認知度

は低く、国が周知に力を入れている。 

 現行の表示は、1968 年に日本工業規格（JIS）で

定めた日本独自のもの。 

衣類の輸出入の際に表示の差し替えが必要となる

などの間題から、経済産業省が 2014 年、欧州など

で普及している国際標準化機構（ISO）の規格に沿

う形で、変更を決めた。導入は今 12 月 1 日から。

11 月末までに現行表示を付けて店頭で並んでい

た衣類は当面そのまま販売されるが、順次切り替

えられていく。 

 新表示は、①洗濯②漂白③乾燥④アイロン⑤クリ

クリーニングの基本記号と、力の強弱を示す横線

や温度の高低を示ず点などの付加記号を組み合

わせて構成。 

 例えば、従来はシャツとハンガーの絵などで示し

ていた干し方は、乾燥処理の基本記号の正方形

「□」と、つるず意味の縦線「│」などの付加記号で

表される。 

「高」「中」「低」と漢字表記のあったアイロンの温度

表示は、高い順に 3〜1 個の点「•」で表される。た

だ、こうした変更は一般にはまだ知られていない。

家庭用品大手のライオンが 4 月、20～30 歳代の男

女 800 人に巧った調査では、73％が表示の変更を

知らなかった。また、消費者が表示の解釈に戸惑

いそな例もある。現が「洗濯機と「洗濯おけ」(手洗

い）の絵で描き分けられているマークは、新表示で

は洗おけに統一される。洗濯が使えないという意

味でない。 

周知の

た め 、 経

産省は巧、

「 新 し い

洗 濯 表

示」、題し

た ア ニ メ

ー シ ョ ン

を動画投

稿 サ イ ト

のユーチ

ュ ー ブ ユ

ーチで公

開 し た 。

消費者は、

ク イ ズ を

取 り 入 れ

た洗濯表示ずごろく」を作成同斤のホームぺージ

でダンロードできる。 

 

JAF とポケモン「運転中スマホ」

防止への取組で合意 

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）と株式会社

ポケモン（ポケモン）は 2016 年 10 月 7 日、自動車

や自転車を運転中のスマホ操作を防止するため、

共同での注意喚起や啓発活動などの取組みを開

始することについて合意した。  

「運転中スマホ」撲滅に向けての注意喚起 

運転中のスマホ操作は重大な事故につながる可

能性のある大変危険な行為であることは言うまでも

ない。JAF では、今までもその危険性について強く

訴え、注意を呼びかけるとともに、継続的に様々な
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取組みを進めてきた。今回のポケモンとの合意に

より、JAF およびポケモンの両者が協力し、運転中

のスマホ操作撲滅のために、機関誌『JAF Mate』な

どで注意喚起を進めていく。  

8 月には日本でも死亡事故 

警察庁によると、2016 年 7 月 22 日から 8 月 21 日

までの 1 か月に、車や自転車を運転中に「ポケモ

ン GO」で遊んでいたことが原因とみられる交通事

故が 79 件、交通違反の摘発が 1,140 件に上った

ことを明らかにした。そして 8 月 23 日の夜には「運

転中のポケモン GO」による日本では初の死亡事

故が徳島県で発生してしまった。また「運転中のポ

ケモン GO」は日本だけでなく、海外でも多くのトラ

ブルや事故になっている。  

「運転中スマホ」は絶対禁止 

改めて言うまでもなく運転中のスマホ操作は物凄く

危険だ。運転中に「ポケモン GO」をしていて、自分

が勝手に事故を起こして怪我をするだけでなく、普

通に道を歩いている人に突っ込んでしまい怪我を

させたり、殺してしまう場合もある。つまり自分だけ

でなく他人の人生まで奪いかねない。  

自動車を運転できる年齢の人なら「運転中によそ

見してスマホ操作をしていたらどうなるか？」は想

像できるはずだが、スマホの中のポケモンが気に

なってしかたないのだろう。だがスマホの中のポケ

モンよりも人命の方が大切なのは言うまでもない。

「ポケモン GO」で人生を台無しにする必要はない。 

 

原付きバイク低迷、「２強」ホンダ

とヤマハ発動機が提携 

ホンダとヤマハ発動機は５日、５０ｃｃ以下の「原付 

きバイク」の生産や開発で提携すると発表した。原 
 付きバイクは長年、買い物や通勤・通学の「足」と

して親しまれてきたが、 近は販売台数が激減。

国内トップを競ってきたライバルが手を組む必要に

迫られた。 

 ヤマハ発は台湾で年５万台を生産し、日本に輸

出してきた。今回の提携で、ヤマハ発は国内販売

の大半を占める「ジョグ」「ビーノ」の生産をやめ、２

０１８年中にホンダの熊本製作所に委託する。デザ

インは引き続き担うが、ヤマハ発は事実上、原付き

バイクの生産から撤退する。 

 都内で記者会見したヤマハ発の渡部克明・ＭＣ

事業本部長は「環境規制に対応するのが難しく、

このままでは事業継続が難しかった」と語った。今

後は１２５ｃｃや中大型クラスに集中するという。 

 ホンダにとっては、国内で唯一の二輪車工場で

ある熊本製作所の稼働率を上げられるメリットがあ

る。両社は業務用バイクを共同で開発し、ホンダか

らヤマハ発に供給する。電動バイクの共同研究も

進める。 

 二輪車市場では、ホンダは国内だけでなく世界

全体でもトップメーカー。ヤマハ発は国内２位だ。１

９８０年代には「ＨＹ戦争」と呼ばれるしれつなシェ

ア争いを繰り広げ、ヤマハ発はその影響で経営危

機に直面した。だが、８０年に約２３７万台だった国

内販売台数は、１５年に１割強の約３７万台まで減

った。原付きバイクはその半数を占めるが、８０年

の約１割に落ち込む。 

 価格が１５万～２０万円が主流の原付きバイクは、

メーカーからすると１台あたりの利益が少ない。国

内外で排出ガスの規制や安全基準が厳しくなって、

その対策費もかさみ、単独で事業として維持する

のは難しくなっている。 

 


