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ケンウッド設立 70 周年記念モデ

ル 

＜70台限定！ケンウッド設立70周年記

念モデル＞「TRIO」ロゴを冠したHF/50M 

Hzトランシーバー「TS-590SG70」を9月

中旬より発売 

株式会社 JVC ケンウッドは、9 月中旬よりケンウ

ッド設立 70 周年記念モデルとして「TRIO」ロゴを

冠した特別仕様の HF/50MHz トランシーバー

「TS-590SG70」を 70 台限定で発売する。価格は

240,000 円（税抜き）。予約は同社無線機を扱うハ

ムショップなどで 7 月 24 日から 9 月 6 日まで受け

付ける。 

 JVC ケンウッドから 70 台限定で発売されるケンウッド

設立 70 周年記念モデル、HF/50MHz トランシーバー

「TS-590SG70」 

  アマチュア無線家に親しまれてきた「KENWOO 

D（ケンウッド）」ブランド。昨年、設立 70 周年を迎

えたことを記念して、「KENWOOD」ブランドの前身

である「TRIO（トリオ）」時代のロゴをフロントパネル

のバッジに採用した特別仕様の HF/50MHz トラン

シーバー「TS-590SG70」が JVC ケンウッドから発

売される。 

  限定モデルは、高級感ある「エレガント クリスタ

ル ブラック」仕上げを採用し、70台の限定シリアル

ナンバーを 1 台ずつ付与されるほか、購入者特典 

 

としてケンウッド設立 70 周年記念特製コールサイ 

ンプレートを贈るとしている。 

 限定シリアル

ナンバーイメー

ジ 

 

 

購入者特

典 の ケ ン

ウッド設立

70 周年記

念特製コ

ー ルサ イ

ンプレート 

●予約のお申し込み方法 

下記の通りご購入予約申し込みを受け付け、ご予

約が多数の場合には抽選を行います。ご購入をご

希望の方は、下記のご予約申し込み期間内に各

販売店までお申込みください。 

・予約申込期間：2017年 7月 24日～9月 6日（水） 

・お申し込み多数の場合抽選予定日：2017 年 

9/12 日（水） 

・本商品のお客様への発送日：2017年 9月中旬以 

 降 

  

防災情報お知らせ「街灯」 

災害時にスマートフォンで地域の防災情報を送

受信できる街灯型の公衆無線LAN「Wi-Fi」装置の

開発を、一般社団法人「全国自治会活動支援ネッ

ト」（大阪市）などが進めている。連動する防災アプ

リの開発を手がけた大阪大学大学院の協力を得て、

今夏にも阪大構内に３基設定し、実証実験を始め

る予定だ。 

装置は「みまもりロボくんⅡ」（高さ約４㍍）。Wi-

Fi 用アンテナやカメラのほか、太陽電池や蓄電池
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などを備え、停電時にも使える。阪大開発のアプリ

をスマホに入れれば、住民同士で地域の被害や

避難所の情報が共有でき、近くを通った利用者に

情報を自動通知する機能も利用できる。 

 同ネットは 2011 年の東日本大震災を受け、Wi-

Fi 機能を備えた自動販売型の初代ロボくんを開発。

15 年に仙台市で開かれた国連防災世界会議で評

判となり、普及を目指した。 

 ところが、補助事業を行う総務省との意見交換の

中で営利目的の自販機との一体型は補助になじ

まない上、自販機型は激しい揺れ弱いという課題

が浮上。開発を仕切り直し、阪神大震災級の揺れ

にも耐える街灯型に改良した。 

 同ネットの幸田栄長理事は「壁に当たった分、停

電や揺れに強くなった。実験で効果を確認し、改

めて普及を目出したい」と話す。 

 

https://japangiving.jp/su 

/port/593 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弾道ミサイル落下時の行動につい

て 

弾道ミサイル落下時の行動に関する Q＆A  

Q1 弾道ミサイルが発射されても Jアラートが

鳴らないことがあるのはなぜでしょうか。 

A1 全国瞬時警報システム（Jアラート）は、

弾道ミサイルが日本の領土・領海に落下する

可能性又は領土・領海を通過する可能性があ

る場合に使用します。 

逆に、日本の領土・領海に落下する可能性又

は領土・領海を通過する可能性がないと判断

した場合は、Jアラートは使用しません。 

なお、日本の排他的経済水域（EEZ）内にミサ

イルが落下する可能性がある場合は、Jアラー

トは使用しませんが、船舶、航空機に対して

迅速に警報を発します。 

Q2ミサイルは発射から何分位で日本に飛んで

くるのでしょうか。 

A2 北朝鮮から弾道ミサイルが発射され、日本

に飛来する場合、極めて短時間で日本に飛来

することが予想されます。 

例えば、平成 28年 2月 7日に北朝鮮西岸の東

倉里（トンチャンリ）付近から発射された弾

道ミサイルは、約 10分後に、発射場所から約

1,600km離れた沖縄県先島諸島上空を通過して

います。 

なお、弾道ミサイルの種類や発射の方法、発

射場所などにより日本へ飛来するまでの時間

は異なります。 

Q3 なぜ頑丈な建物や地下へ避難するのです

か。 

A3ミサイル着弾時の爆風や破片などによる被

害を避けるためには屋内（できれば頑丈な建

物）や地下（地下街、地下駅舎などの地下施

設）への避難が有効だからです。 

Q4 避難する際には、避難施設として都道府県

知事に指定されている頑丈な建物や地下施設

に避難しなければならないのでしょうか。 

A4 避難施設として指定されているかどうかに

かかわらず、近くの頑丈な建物や地下施設に避

難してください。 

Q5 自宅（木造住宅）にいる場合はどうしたらよ

いでしょうか。 

A5 すぐに避難できるところに頑丈な建物や地

下（地下街、地下駅舎などの地下施設）があれ

ば直ちにそちらに避難してください。それがで

きない場合は、できるだけ窓から離れ、できれ

ば窓のない部屋へ移動してください。 

Q6 建物内に避難してから気を付けることはあ

りますか。 

A6 爆風で壊れた窓ガラスなどで被害を受けな

いよう、できるだけ窓から離れ、できれば窓の

ない部屋へ移動してください。 

Q7 弾道ミサイルの情報が伝達されたとき、自

動車の車内にいる場合はどうすればよいです

か。 

A7 車は燃料のガソリンなどに引火するおそれ

があります。 

車を止めて頑丈な建物や地下（地下街、地下駅

舎などの地下施設）に避難してください。周囲

に避難できる頑丈な建物や地下施設がない場
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合、車から離れて地面に伏せ、頭部を守ってく

ださい。 

Q8 車から出ると危険な場合はどうしたらよい

ですか。 

A8 高速道路を通行している時など、車から出

ると危険な場合には、車を安全な場所に止め、

車内で姿勢を低くして、行政からの指示がある

まで待機してください。 

Q9 ミサイルが着弾した後は何をすればいいで

すか。 

A9 弾頭の種類に応じて被害の様相や対応が大

きく異なります。 

そのため、テレビ、ラジオ、インターネットな

どを通じて情報収集に努めてください。また、

行政からの指示があればそれに従って、落ち着

いて行動してください。 

Q10 近くにミサイルが着弾した時はどうすれ

ばいいですか。 

A10 弾頭の種類に応じて被害の及ぶ範囲など

が異なりますが、次のように行動してください。 

屋外にいる場合は、口と鼻をハンカチで覆いな

がら、現場から直ちに離れ、密閉性の高い屋内

の部屋または風上に避難してください。 

屋内にいる場合は、換気扇を止め、窓を閉め、

目張りをして室内を密閉してください。  

Q11 国民保護サイレン音はどのような時に鳴

るのですか。 

A11 北朝鮮から発射されたミサイルが日本に

飛来する可能性がある場合は、J アラートを使

用して、緊急情報を伝達します。J アラートを

使用すると市町村の防災行政無線などが自動

的に起動し、屋外スピーカーなどから警報が流

れますが、この時に原則として国民保護サイレ

ンが鳴ることとなっています。 

防災行政無線の設置状況などは、お住まいの市

町村にお問い合わせください。 

Q12 ミサイル情報を伝達するエリアメール・緊

急速報メールの着信音は国民保護サイレン音

なのでしょうか。 

A12 津波や火山情報などに関するエリアメー

ル・緊急速報メールと同じ着信音です。国民保

護サイレン音ではありません。ミサイル情報の

エリアメール・緊急速報メールの着信音は以下

のサイトをご確認ください。 

NTT ドコモ エリアメール（災害・避難情報）

のページ 

au 緊急速報メール（災害・避難情報）のペー

ジ 

ソフトバンク 緊急速報メール（災害・避難情

報）のページ 

Yモバイル 緊急速報メール（災害・避難情報）

のページ 

 

Q13 所有している携帯電話・スマートフォンが、

J アラート作動時にエリアメール・緊急速報メ

ールを受信するか知りたいのですが。 

A13 消防庁において、受信可能な機種かどうか

の確認方法と、受信できない場合等の対策をま

とめて、ホームページに公表しています。こち

らをご覧ください。 

 （参考：別ウインドウで開きます「スマートフ

ォンアプリ等による国民保護情報の配信サー

ビスの活用」） 

Q14 国民保護サイレンを学校や事業所などで

吹鳴させて児童・生徒や従業員などに周知した

いのですが、構いませんか。 

A14 構いません。なお、国民保護サイレン音は

国民保護ポータルサイトから確認できます。 

ただし、国民保護サイレン音を聞いた人が、実

際に武力攻撃事態等が発生していると混同し

ないように注意してください（「これから周知

のために国民保護サイレン音を鳴らしますが、

実際に武力攻撃事態等が起こっているわけで

はありません」と事前アナウンスをしてから吹

鳴させるなど。）。 

 （参考：別ウインドウで開きます国民保護サ

イレン） 

Q15 適切に避難できるか不安なので、避難訓練

を実施してほしいのですが。 

A15 国、都道府県、市町村が共同で実施する避

難訓練もあります。まずは、お住まいの市町村

にお問い合わせください。 

 

黄色の点滅信号は危険？ 

交通量が少なくなる深夜から早朝にかけ道路で

点滅を繰り返す黄色い信号を見かけたことあります

よね。いま、この点滅信号の場所で事故が起きて

いるとして運用方法の見直しを求める動きが起きて

います。 

点滅信号で起きた事故 

５月２４日の夜遅く、福井市の県道で帰宅途中の７

２歳の男性が横断歩道を渡っている最中に軽ワゴ

ン車にはねられ死亡しました。車側の信号は「速度
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を落とすなど、周りの交通に注意して進むことがで

きる」を示す黄色の点滅、歩行者側の信号は消え

ていました。横断歩道で守られるべき歩行者がは

ねられたのです。 

事故後住民から不安の声 

事故のあと付近の住民から不安の声があがりまし

た。 

「青信号と同じようにスピードを出す車が多く道路

の横断に時間のかかる高齢者はとくに危険だ」とい

うのです。具体的にどういうことなのか、現場近くに

住む老人会の会長西川征男さん（７７）に現場を案

内してもらいました。 

現場は片側２

車線の幅広い

道路ですぐ近

くにはショッピ

ングセンターも

ありました。す

るとまもなく黄色の点滅を繰り返す信号の下を結構

なスピードで通り過ぎる乗用車を目にしました。西

川さんは「横断する人のことを全然考えず全然スピ

ード緩めない。

遠くに見える

車でもスピー

ドが速いから、

高齢者になっ

たら黄色点滅

の横断は大変

なんです」と説明してくれました。 

増える夜間の交通量 

さらに現場付近の夜間の通行量も以前と比べ増え

ているといいます。 

午後９時を過

ぎても近くのシ

ョッピングセン

ターでは一部

の店舗が営業。

ことし５月には

およそ１３０メートル離れた場所に飲食店もオープ

ンしました。西川さんは「夕方から店に入る人が多

いから車も増えている。今まで以上に気をつけても

らわなきゃいけない」と厳しい表情で語りました。 

押しボタン式信号をつけて 

事故を受けて警察や交通安全協会などは現地を

視察して再発防止策を話し合いました。 

黄色に点滅

する時間帯を

短くすることも

提案されまし

たが、警察は

現在のまま運

用を続けることを決めました。「点滅信号から１３０メ

ートル離れた場所に通常の信号があるのでその利

用を呼びかけたい。通行量や周辺の環境に変化

がある場合にはそれに応じて運用を検討したい」と

いうのがその理由です。 

一方、西川さんたち地元の３つの老人会は、点滅

する時間の短縮やボタンを押すと車側の信号が赤

に変わる押しボタン式の機能をつけるよう求める要

望書を警察に提出する予定です。 

各地で相次ぐ運用の見直し 

実は、点滅信号のある道路での事故は全国各地

で報告されていて点滅信号の見直しの動きも出始

めています。 

秋田県では、黄色だけでなく赤も含めた点滅信号

のある交差点などで過去５年間に起きた人身事故

が１６８件、合わせて３人が亡くなっています。秋田

県警察本部では、点滅信号のある交差点のうち特

に危険性が高いと見られる２１か所で、今年度中に

点滅をやめたり点滅時間を縮小させたりする運用

の見直しを行うことにしています。 

大阪府警察本部では、この３年近くで実に１９４か

所の見直しを進めました。 

警察庁によりますと、平成２４年度末に全国で２万

６８６５か所あった夜間の点滅信号は平成２８年度

末の時点で２万６３５８か所になり、最近は減る傾向

にあります。 

見直しが進む背景について、警察庁は点滅信号

のルールが一般のドライバーに浸透しきれておら

ず重大な事故につながるおそれがあるためではな

いかとしています。 

信号機の運

用など交通シ

ステムに詳し

い日本大学

理工学部の

安井一彦准

教授は「そも

そも点滅信号というシステムは、夜間の車の通行を

スムーズにするためという「車優先の時代の遺物」

とも言える存在だ。点滅信号はなくなっていくべき

だと思うが全国の警察でも対応に差がある」と指摘

します。 
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日大理工学部 

交通システム

工学科  安井

一彦准教授  

 

 

 

 

歩行者ファーストの徹底を 

こうした中、新

たな信号機も

登場していま

す。 

さいたま市浦

和区の中学校

に隣接した交

差点に導入された信号機、車側からみるといつも

赤信号です。交差点に車が近づいた時だけ、信号

機の上に設置されたセンサー付きのカメラが車を

感知して青信号に変わる仕組みです。 

同じ浦和区にある押しボタン式の信号機にも工夫

があります。セ

ンサー付きのカ

メラが設置され

ていて横断歩

道を渡る人の存

在や歩く速さを

感知。お年寄り

や小さな子ども

が横断歩道を渡りきれないと判断すれば青信号の

時間を最大で１０秒間延長する仕組みです。 

警察によりま

すとこうした信

号を導入して

から横断歩道

での事故はな

くなったという

ことです。「歩

行者ファースト」とも言える信号の配備はすでに始

まっているのです。 

乗用車の急激な普及に伴って交通事故の死者が

毎年１万人を超え「交通戦争」とも呼ばれた時代は

過ぎました。それでも去年１年間には４０００人近い

人が 

亡くなっています。高齢化もますます進む中、交通

事故の犠牲者を減らすために必要なのは「歩行者

ファースト」の徹底です。 

 

とんでもない金額！！ 

 ＪＲ桜木町駅

（横浜市）の改

札に 7 月 4 日、

一時的に置か

れた看板が話

題になっていま

す。「振替乗車

の お 客 様 へ 

改札機にはタッ

チしないでくだ

さい」と呼びかけ、締めの言葉は「とてつもない金

額が引かれます！！」。力の込もった書きぶりに、

ツイッターでは看板の写真が 3 万 6 千回以上リツ

イートされています。しかし「とてつもない金額」とは

幾らなのでしょうか。 

「とんでもない金額！！」ＪＲの立て看板を詳

しく紹介 

なぜ「タッチしないで」？ 

 看板は、以下のような内容です。 

▼▼ 

京浜急行線より振替乗車のお客さまへ 

改札機にはタッチしないで下さい 

＊とてつもない金額が引かれます！！ 

▲▲ 

 ７月４日は京急線で人身事故が発生。品川－京

急川崎間で運転見合わせとなり、ＪＲなどが振替輸

送をしていました。看板は桜木町駅員が設置。ＪＲ

東日本は取材に「もっと分かりやすいご案内をす

べきだった」としていますが、興味を引かれる内容

でもあります。 

 振替輸送で到着した人は、なぜＩＣ定期券を改札

にタッチして出てはいけないのでしょうか。 

 ＪＲ東日本に聞くと「入場記録のある駅からの運賃

を、ＩＣ定期券から差し引いてしまうため」と教えてく

れました。 

 定期券や乗車券を買って、お金を支払い済みの

人を助けるための振替輸送なのに、意味が無くな

るというわけです。 

運賃ふくらむ理由は？ 

 しかし「とてつもない金額」の部分は、疑問が残り

ます。特別に運賃がふくらむ理由があるのでしょう

か。 

 ＪＲ東日本からは、こう回答がありました。 

 「金額は、改札を通らないルートの運賃を差し引

くことになります」 

 どういうことでしょうか。 
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 振替輸送で他路線に乗り換えるときは、基本的

に係員通路などを使うため、ＩＣ定期券に改札を出

入りした記録が残りません。 

 そのまま桜木町駅でタッチすると、システムは厳

密に運賃を計算します。京急線から一度も改札を

出ずに、ＪＲ桜木町駅までたどりつけるルートを見

つけ、その分の運賃が差し引かれてしまうのです。 

実際に乗ってみた 

 そこで京急線の泉岳寺駅からＪＲ桜木町駅まで、

改札を出ないルートを探してみました。 

 泉岳寺も、京急線と都営地下鉄を改札なしで乗り

換えることができます。 

 しかし大抵の駅は、違う鉄道会社の路線に乗ろう

とすれば改札が現れます。下調べが不十分だった

こともあり、巨大なダンジョンをさまよっているようで

した。行ったり来たり運賃の出費が続きます。 

 現地確認をした結果、いくつかルートが見つかり

ました。 

 たとえば泉岳寺駅に入り、そのまま京浜急行では

なく、都営地下鉄に乗車。 

 その後は▼都営浅草線で三田へ→▼都営三田

線で白金高輪へ→▼東京メトロ南北線で溜池山王

へ→▼改札内通路で国会議事堂前へ→▼東京メ

トロ千代田線で北千住へ→ＪＲを乗り継いで桜木町

に到着。 

 首都圏を北千住まで北上し、南へとって返す、普

通はありえないルートです。 

引き落とし額は 

 ＪＲ東日本によると、こうした状態でタッチすると、

改札を通らないルートの中で最安の運賃が、自動

的に引き落とされるといいます。 

 条件を整えて、ＪＲ桜木町駅で新品のカードをタッ

チしてみました。 

 結果は・・・！ 

 「９７８円」でした。 

 「とてつもない」かというと迷うところですが、一般

的なルートなら４４１円なので２倍以上の運賃です。

泉岳寺ー桜木町間という一例なうえ、ＩＣ定期券の

区間によっても負担額は変わってきます。ただ、タ

ッチで思わぬ金額が引き落とされる事はありそうで

す。 

 ＪＲ東日本は「ＩＣ定期券のお客様で、振替乗車を

ご利用の際は駅係員にお申し出いただき、係員通

路などをお通りください」と呼びかけています。不

要な入場記録も駅係員に伝えれば、消去できます 

 

パスワード不要の Wi-Fi ルーター

「kisslink」、スマホをかざすだけで

OK！ 
 
 今回入荷す

るのは日本ポ

ステックによる

国内向けパッ

ケージ品で、

店頭価格は

税込 9,980 円

前後。 

 

■非接触の認証技術「KISS」を搭載、スマホをかざ

すだけで無線 LAN に接続 

 kisslink は、IEEE 802.11b/g/n 準拠の無線 LAN

ルーター。使用周波数帯は 2.4GHz で、最高

300Mbps の伝送速度に対応する。 

 最新の 11ac ルーターと比較するとスペックは低

いものの、本体サイズが 10.2×6.4×10.7cm とコン

パクトで、アロマポットを彷彿させる白いカラーリン

グや形状もユニークだ。 

 最大の特徴は、特許出願中という非接触の認証

技術「KISS」を搭載している点。これにより、スマー

トフォンなどのデバイスを、パスワード（セキュリティ

キー）を入力せずに、かざすだけで無線 LAN に接

続できるという。 

 具体的には、kisslink の上部パネルに、スマート

フォンを近付けて認証させた後、スマートフォンで

kisslink の SSID を選択すれば無線 LAN 接続が完

了する。NFC や Bluetooth は不要という。 

 また、KISSを使わずに、ノート PCやスマート家電

などの端末を認証させることも可能。端末で

kisslink の SSID を選択後、20 秒以内に kisslink の

「ZEN」ボタンを押すと認証されるとのこと（その後、

端末で SSID を選択して無線 LAN 接続を完了させ

る）。 

 重量は 170g。インターフェイスは LAN（100Mbps）

と Micro USB で、電源は Micro USB 経由で供給す

る。付属品は LAN ケーブル、Micro USB ケーブル、

USB-AC アダプタ、日本語マニュアルなど。 
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