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【訃報】JA1AN 原 昌三氏（JARL

元会長、JARD 名誉会長） 

JARL 元会長で JARD 名誉会長の

JA1AN 原 昌三氏が、2018 年 6 月 9

日朝、逝去された。享年 91 歳。 

 

 
2014 年 8 月に開催された「原 昌三氏の米寿をアマチュ

ア無線界で祝う会」に出席した原氏 

  

 

  

 原 昌三氏は大正 15（1926）年 9 月長崎県生まれ。

昭和 26 年 3 月早稲田大学理工学部電気工学科を

卒業。同年 4 月に東日本重工株式会社（現・三菱重

工業株式会社）に入社。昭和 27 年に JA1AN を開局。

同年に日本アマチュア無線連盟（JARL）理事となり、

昭和 45 年から平成 24 年までの 41 年間にわたり同

連盟の会長を務めた（現・名誉会員）。また平成 3 年

8 月には財団法人 日本アマチュア無線振興協会

（JARD）初代会長に就任、平成 26 年 6 月の退任後

は名誉会長となった。 

 昭和 51 年には JOC 委員、日本馬術連盟理事長と

なり、平成 5 年に日本馬術連盟会長に就任した（現・

最高顧問）。昭和 61 年に藍綬褒章、平成 8 年に勲

三等瑞宝章を受章している。 

 

原 昌三氏の逝去に心からお悔やみ申し上げます。 

 

東京五輪、開閉会式に合わせ「三つ

の祝日移動」 

２０２０年の東京五輪の開閉会式に合わせ、三つの

祝日を移す改正東京五輪・パラリンピック特別措置法

が１３日午前の参院本会議で、共産党を除く与野党

の賛成多数で可決、成立した。 

改正により、五輪開会式前日の７月２３日（木曜）が

「海の日」、開会式当日の２４日（金曜）が「体育の日」、

閉会式翌日の８月１０日（月曜）が「山の日」になる。

通勤・通学者数を抑え、警備しやすい環境を整える

狙いがある。２１年以降は通常の祝日に戻る。 

「体育の日」を２０年降、以「スポーツの日」に改称 



2018 年 07 月 01 日 発行 夏号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page２ 

する改正祝日法も１３日午前の参院本会議で与野党

の賛成多数で可決、成立した。 

 

「座面を外して盾に」車掌、乗客に

指示 
 

走行中の東海道新幹

線内で男女３人が殺

傷された今回の事件

で、身を守る道具とし

てシートの座面が活

用された。乗客の証言

によると、車掌が「座

面を外し、盾のように

してください」と指示し、多くの乗客が座面を抱えたと

いう。 
 
 東海道新幹線のシートの座面は、前方から手を入

れて引き上げれば比較的簡単に取り外せる。新幹線

は終着駅のホームでそのまま折り返し運転となること

が多いことから、車内清掃の際、ぬれたり汚れたりし

た座席をすぐに交換するための工夫だ。東北や北陸

など他の新幹線車両もほぼ同様の構造となっている。 
 
 外した座面は、窓側と通路側の普通席の場合、幅、

奥行きとも４４センチ、厚さ６センチで、重さは１キロほ

ど。ＪＲ東海は車掌ら乗務員に、「いざとなった場合は、

座面を盾として利用するように」と教育している。山陽

新幹線を運行するＪＲ西日本は、これまで東海のよう

な教育はしていなかったというが、「今回の件を参考

に、座面を防具として用いることができることを乗務員

に周知していく」と話している。 

 

まるで宝石！新種の「青蜂」 発見

者が語る“ちょっと鈍臭い”生態 
 

鮮やかな青色に光る蜂。 

蜂といえば黄色と黒の

縞模様を思い浮かべる

だろう。全く別の昆虫の

ように見えるが、これは

「青蜂（せいぼう）」という

蜂だ。 

 

その美しい姿から「空飛ぶ宝石」とも呼ばれている青

蜂の新種が、今年 2 月にアフリカ大陸の南東に位置

するマダガスカル島で発見された。 

青蜂は、ほかの蜂に寄生して生きる「寄生蜂」で、こ

れまでに世界で 3000 種以上が確認されているが、マ

ダガスカルでの新種発見は 30 年ぶりだという。 

体中に宝石を敷きつめたような美しい青蜂だが、これ

までに確認されている種類とは何が違うのだろうか？  

そもそも「寄生蜂」とは、どのようなハチなのか？ 

寄生性ハチ類の分類学的研究に取り組んでおり、フ

ジテレビも同行した昆虫調査でこの新種を発見した

九州大学の三田敏治助教に話を聞いた。 

「毒針はなく、緑・ピンク・紫の種類も」 

--「寄生」するというのはどういうこと？ 

寄生するのは幼虫の間です。寄生蜂の親蜂は、獲物

にする昆虫の卵や幼虫に自らの卵を産み付けます。 

孵化した子蜂は、寄生した獲物を食べて成長するん

です。蜂だけでなく、バッタやイモムシも獲物になりま

す。 

 

--青蜂はなぜ青い？ 寄生するのに目立ってしま

うのでは？ 

 

なぜ青色なのかは謎ですね。 

実は、「青蜂」といっても緑やピンク、紫などの金属光

沢をもっている種類もあるんですよ。しかも、数として

は緑色の青蜂の方が多かったりします。 

寄生する時は、獲物が巣を留守にしている間に入り

口を狙うのですが、目立つ姿をしているので、ほかの

昆虫に見つかっているような場面も観察されています。 

ちょっと鈍臭くて、かわいらしくもありますね。 

 

-- 毒はある？ 

 

毒針は持っていません。 

お腹がやわらかく、背中側が硬いのですが、毒針の

代わりに、体を丸めて敵から身を守っています。 

この状態を「擬死」とする見方もあります。 

 

-- 青蜂は日本にもいる？ 

 

かつてはたくさん生息していました。 

青蜂は里山を好むのですが、その荒廃とともに数も

種類も減ってきてきている状態です。 

 

―― どうやって採集した？ 

 

青蜂は、多くの蜂と同じように花の蜜を集めて生きて

います。そこで、蜜の色に見立てた黄色い皿を使っ

たワナを仕掛けました。 

皿の中に水と少量の洗剤を入れ、森に置いておくと、

花と勘違いした青蜂が水に落ちて飛び立てず、採集

できるという方法です。 

 

-- 今回発見した新種の特徴は？ 

 

発見した青蜂と同じグループは、触角の上に人間で

いう“眉毛”のような横線が走っているのですが、見つ

けた青蜂にはその特徴がありません。 

毛が生えているわけではないのですが、この“眉毛”

はぷくっと盛り上がっていて、種類を見分けるポイント
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のひとつです。 

 

-- 新種だとわかった時は、どんな気持ちだっ

た？ 

 

実は、これまでとは違う種だと判断したのは、帰国し

てからなんです。 

というのも、青蜂には 3000 以上の種類があり、それら

の特徴と照合するには時間が必要でした。 

しかし、マダガスカルで採集した時に「これはきっと新

種だろう」という予測はしていました。 

青蜂の体長は、大きいものだと 2cm にもなりますが、

これは 3mm と非常に小さかったのです。 

 

青蜂は幼い頃からの憧れで、大学生の頃から研究を

始め、「いつかマダガスカルに行って自分で捕まえて

みたい」というのが夢のひとつでした。 

昆虫分類研究者は、さまざまな手段を駆使して新種

を見つけますが、マダガスカルは世界でもそこにしか

いない生き物が生息する場所です。 

そこで、これまでに取り組まれていない方法を試みて、

誰も知らない新種を発見できたので、正直、飛び上

がるほどうれしかったです。 

 

今回採集された青蜂は、国立科学博物館で開催さ

れる特別展「昆虫」（7 月 13 日 金～10 月 8 日 月・

祝）で初公開される。 

新種は本来、論文の発表者が名前を付けるのだが、

この青蜂は展覧会の来場者の中から、応募で選ばれ

た当選者の名前をつける企画を実施するという。当

選者が自分の大切な人の名前をつけてプレゼントす

ることもできる。 

 

そして、その名前を入れた論文の発表を経て、発見

された青蜂は正式に新種として認定される。 

 

発見者ではなく、展覧会の来場者の名前が付けられ

ることについて三田助教は、「自分と同じ名前だと、そ

の姿や生態に興味を持ってもらえると思います。生き

物の多様性を一般の方にも身近に感じるきっかけと

なれば嬉しいです」と言う。 

 

小さいながらもユニークな姿と不思議な生態に満ち

ているという寄生性ハチ類。 

青蜂はその美しさで知られるが、専門家は多くはない。 

今後は、綺麗だということにとどまらず、種類が豊富

でおもしろい昆虫だということを広く伝え、学名や特

徴の見極めの発展につなげたいと話してくれた。 

 

虫刺されの季節、蚊以外の害虫に

も注意 
 

気温の上がる季節を迎えると、気になるのが虫刺さ 

 れです。注意が必要なのは、蚊だけではありません。

重症化することもあり、正しい情報と予防法を知ること

が大切です。 

 

なぜ起きる？ 

 蚊やブユは人の肌に止まり、血を吸う時に血液が固

まるのを防ぐ唾液腺物質を注入します。人の体がこ

の物質を異物として認識し、アレルギー反応が起きる

のに伴い、刺された部位がかゆくなったり赤くなったり

します。 

 ハチは腹部の毒針から毒液を注入します。毒液に

は、痛みやアレルギーの原因となる物質が含まれて

います。 

 ドクガの幼虫が持つ毒針毛（どくしんもう）が皮膚に

触れて刺さると、ひどいブツブツができます。 

 

どんな症状？ 

 蚊のアレルギー反応には、「即時型」と「遅延型」が

あります。即時型は刺された直後～15 分でかゆみが

出て、1～2 時間で治まります。個人差はありますが、

大人に多くみられます。 

 遅延型は刺されてから、1～2 日後にかゆくなったり

炎症が起きたりします。激しいかゆみが続くこともあり、

子供に多くみられます。青年の頃は、両方の型がみ

られることが多く、直後のかゆみが治まった翌日から

再び症状が出たりします。高齢になると、反応が出な

い人もいます。 
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 まれに 1 日以内に 38 度以上の高熱が出て、皮膚

に潰瘍ができることもあります。「蚊刺過敏症（ぶんし

かびんしょう）」という症状で、EB ウイルスが原因とさ

れています。 

 ブユに刺された場合は、多くは遅延型です。ハチは

初めて刺された場合、痛みは 1～2 時間で治まります

が、2 回目以降は呼吸困難や意識消失などが出て、

激しいアレルギー症状で死に至ることもあるので、注

意が必要です。 

 マダニは、血を吸うとともに、「ライム病」や「重症熱

性血小板減少症候群（SFTS）」という感染症を発症さ

せます 

 
どう治すの？ 

 市販の塗り薬の主な成分は 2 種類です。抗ヒスタミ

ン剤は、かゆみを抑える一方、炎症を抑える効果は

少ないです。一方、ステロイド剤は、効果が高く、かゆ

みとともに皮膚の炎症も抑えてくれます。軽い症状は

市販薬で改善しますが、炎症がひどい場合は皮膚科

を受診しましょう。 

 ハチやブユに刺された場合は、毒を器具などで吸

い出して患部を冷やし、激しいアレルギー症状が出

た場合は救急車を呼びます。ドクガに触れた時は粘

着テープを貼って、毒針毛を取り除きます。 

 マダニは無理に除去すると体の一部が残るので、ピ

ンセットで慎重に取り除くほか、病院で局所麻酔をし

て皮膚ごと切り取ることもあります。 

予防には？ 

 草むらや野山では、肌の露出を避ける服装を心が

けましょう。ハチは黒いものを攻撃するので注意が必

要です。 

 蚊やブユなどの吸血を防ぐため、「ディート」や「イカ

リジン」といった成分が配合された虫よけ剤が販売さ

れています。国内では 2014 年にデング熱が感染拡

大したことなどから、国が濃度を高めた製品の販売を

認め、効果が長持ちするものも登場しました。ただし、

ディートには生後 6 か月未満の乳児には使用しない

などの制限があります。 

 

FB、不具合で 1400 万人のプライ

バシー設定変更 投稿を一般公開 

交 流 サ イ ト

（SNS）最大手

の米フェイス

ブック（Face 

book）は7日、

ソフトウエアの

不具合により

約 1400 万人

のユーザーの

設定に変更が加えられ、限定公開するはずだった投

稿の一部が一般公開されてしまった可能性があるこ

とを明らかにした。 

 

 フェイスブックはここ最近、数千万人分の個人情報

が外部企業に不正利用された問題や、スマートフォ

ンメーカー各社とデータ共有契約を結んでいたことが

発覚して非難の矢面に立たされており、今回の不具

合は同社にとって新たなプライバシー関連の不祥事

となった。 

 

 同社によると、この不具合は写真などのコンテンツ

共有での新機能を導入した際に発生したもので、こ

れにより 18～27 日の間、ユーザーが書き込んだ投稿

の一部が影響を受けていた。投稿の共有に関する設

定が、特定のユーザーや友達のみではなく、すべて

の人と共有するものに変わってしまっていた。 

 

 フェイスブックは 5 月 22 日に不具合を修正したが、

その時点ではすべての投稿を修正することはできな

かったといい、現在、影響を受けたユーザーへの通

知を進めている。 

 

飲み会もキャッシュレス！進化す

る「割り勘アプリ」は三つどもえ 

割り勘”の手間解消 

飲 み 会 で 幹

事をした際に、

こんな経験を

したことはある

だろうか。 

大勢の人から

お金を集める

のが大変だっ

たり、一度に

お釣りを求められて困ったり、集めたはずのお金が足

りなかったり。 

こうした悩みを解決できるとして、今、利用者が増えて

いるのが、いわゆる「割り勘アプリ」。 

その場で現金のやり取りをすることなく、スマホを使っ 

て割り勘の精算ができる。 

 

幹事として、お店にまとめてお金を支払った人は、ス
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マホのアプリを使って参加者に割り勘分のお金を請

求。 

参加者は、あらかじめ登録した銀行口座やクレジット

カードから幹事役の人に支払いができる。 

「割り勘アプリ」三つどもえの戦い 

「割り勘アプリ」といえば、まず LINE が運営している

「LINE Pay」。 

銀行口座を登録することで、LINE でつながっている

友達となら誰とでもお金のやり取りが可能。 

集めたお金はスタンプの購入などに使えるほか、現

金化することもできる。 

 

そして 7 日、自社が開発する割り勘アプリ「Kyash」の

新機能を発表した Kyash。 

これまで幹事役の人が集めたお金は、ネット通販の

支払いなどにしか使えなかったが、新たに Visa カー

ドを作ることで、実際の店舗でも利用できるようにした。 

 

Kyash の鷹取真一代表取締役 CEO(最高経営責任

者)は、「割り勘や送金サービスを使っていただいてる

方にグループでの活動など多くのシーンで使ってい

ただけるかなと考えています」と語った。 

 

そして、「paymo」。 

「paymo」は、割り勘をするときにレシートを撮影する

必要があるが、支払う人は、アプリをダウンロードして

なくても利用する

ことができる。 

 

クレジットカードを

登録することで、

誰でも利用できる

paymo。 

幹事としてお金を

まとめて払った人

は、レシートを撮

影し、ほかの人に

お金を請求。支払

う側は、アプリをダ

ウンロードしてい

なくてもショートメ

ールなどでやり取

りし、クレジットカ

ードで支払うこと

ができる。 

 

50 代の SE の男性は、「いちいち財布の中から探した

り、幹事も大人数になると大変。それが、メッセージか

なにかでポンと飛んできて『料金終わりました』って言

ってくれたらそれは楽だと思います」と話す。 

 

現金を使わず、個人間でのお金のやり取りができる

「割り勘アプリ」。 

キャッシュレス化の波が、さらに広がっていきそうだ。 

 

子どもの足に地下足袋シューズを 

岡山・丸五が発売、はだし感覚で成

長促進 
履物メーカーの丸五（岡山県倉敷市茶屋町）は、

つま 先が二つに分かれた地下足袋シューズ「たびり

ら」シリーズで、子ども向けの製品を発売した。女性

向けを中心に展開していたが、「子どもにも履かせた

い」との顧客の声に応えた。「はだし感覚で歩くことで

足の成長が促され、土踏まずの形成にも役立つ」とい

う。 

たびりらは、地面をしっかりつかんで歩行が安定す

る足袋の伝統的な機能を生かしつつ、ファッション性

を高めた製品。2015 年に発売し、定番 6 種類のほか、

季節限定品も定期的に売り出している。 

子ども向けのサイズは 14～21 センチ。色は青、赤、

黄といった 5 色を用意した。幼い子どもでも履きやす

いよう、ひもや金具がないスリッポンタイプにした。 

主に 2～9 歳が対象。つま先に力が入りやすく、地

面をつかむような感覚で歩けるため、土踏まずが無

い「扁平（へんぺい）足」や、指が地面に着かない「浮

き指」など、最近の子どもに多い足のトラブルの予防

が見込めるという。 

価格は税別 3500 円で、自社通販サイトや岡山県

内の百貨店などで販売。大手通販サイトへの出店も

検討している。合わせて大人向けでも靴ひもタイプな

どを新たに投入し、たびりらシリーズの売り上げを 1・3

倍に増やしたい考え。 

同社は「足の裏全体を使った歩き方を、子どもが自

然に覚えられる。親子おそろいで履いてもらえれば」

としている。 

丸五は 1919 年設立、資本金 3 千万円、売上高約

47 億円（17 年 12 月期）、従業員約 140 人。 

 

セクハラ罰則は見送りへ 政府、

省庁幹部の研修義務化 
 

 前財務事務次官のセクハラ問題を受けて、政府が

検討していたセクハラ被害防止策に、罰則を含めた

法整備が盛り込まれないことがわかった。法整備は

野田聖子・男女共同参画相が意欲を示していた。被

害防止策は各省庁の幹部職員への研修の義務づけ

などが柱で、１２日の「すべての女性が輝く社会づくり

本部」（本部長・安倍晋三首相）で決定する。 

 新たな被害防止策では、国家公務員のセクハラ研

修の受講を採用時や管理職への昇進時だけでなく、

幹部職員は定期的に義務づける。内閣人事局が各

つま先が分かれた子ども向けの

シューズ  
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省庁の受講状況を管理し、

人事評価や昇格の判断基

準にすることで意識改革を

図る。また、前財務次官の

セクハラ問題では民放記

者が被害者になったことか

ら、各省庁にある相談窓口

を外部の人も利用しやすく

するよう改善を促す方針だ。 

 

 被害防止策の必要性に

ついては、野田氏が問題の発覚直後から積極的に

発信。メディアで働く女性から実態を聴取する機会を

設けるなどした。罰則を設ける法整備についても、

「必要があれば検討していけばいい」と発言。政府の

男女共同参画会議などでも、刑法改正やセクハラ防

止法制定など法整備を求める意見が出ていた。 

 

アフリカ最古級のバオバブ、過去

10 年で大量枯死 
 

 

タ ン ザ

ニ ア 北

部 ア ル

ー シ ャ

郊 外 に

あ る バ

オ バ ブ

の木 

 

アフリカに広く分布している樹木バオバブの最古

および最大級のものの一部が、過去 10 年の間に、全

体または部分的に枯死しているとの研究論文が11日、

発表された。枯れたバオバブの中には紀元前の古代

ギリシャ時代から生き続けてきた古木も数本あるという。 

 

 樹齢 1100～2500 年で幹の直径がバスの全長ほど

に達するものもあるこれらバオバブの巨木をめぐって

は、気候変動の影響を受けたことが考えらえると研究

チームは述べている。 

 英科学誌「ネイチャー・プランツ（Nature Plants）」に

掲載された論文によると「最古級のバオバブ 13 個体

のうちの 9 個体がこの 12 年で枯死または少なくともそ

の個体の最も古い部分（幹）が枯れた」という。研究チ

ームはこれを「空前規模の事象」だと表現した。 

 論文の共同執筆者で、ルーマニアのバベシュ・ボヨ

イ大学（Babes-Bolyai University）のエイドリアン・パト

ルット（Adrian Patrut）氏は「自分たちが生きている間

に樹齢 1000 年級の樹木の枯死がこれほど多く発生

するのは衝撃的」と話す。枯れた 9 本の中には最大

級のアフリカバオバブ 4 本が含まれていた。 

 枯死の原因については不明だが、研究チームは

「バオバブの巨木の枯死は、特にアフリカ南部に影

響を及ぼしている気候条件の大幅な変化に少なくと

も部分的に関連している可能性があると推測」してい

る。ルーマニア、南アフリカ、米国の共同研究チーム

によると「この推測を裏付けたり反証したりするために

は」さらに研究を重ねる必要があるという。 

 2005 年から 2017 年にかけて行われた研究では、

存在が確認されている事実上すべてのアフリカバオ

バブの古い巨木、計 60 個体以上を対象とする調査と

年代測定を実施した。 

 研究チームは幹周り、樹高、幹体積、樹齢などに関

するデータを照合する中で、最古で最大級のバオバ

ブの大半が調査期間内に枯死したという「予想外の

注視すべき事実」に気が付いた。 

 

枯死したバオバブはすべてジンバブエ、ナミビア、南

ア、ボツワナ、ザンビアなどのアフリカ南部の国々に

分布していた。 

■枯らせることは困難 

 本来の調査目的は、バオバブがどのようにしてこれ

ほど巨大になるかを解明することだった。 

 研究チームはバオバブの幹のさまざまな部位から

採取したサンプルを分析するために放射性炭素年代

測定法を用いた。調査の結果、バオバブの主幹は単

一でなく複数の幹が芯となって生長することが分かっ

た。 

 南アフリカ・クルーガー国立公園（Kruger National 

Park）によると、バオバブは「枯死させるのが非常に

困難」だという。 

「焼いたり、樹皮をはぎ取ったりしても問題ない。すぐ

に新たな樹皮が形成され、生長を続ける」と、同国立

公園の担当者は述べ、「枯死する場合は、内部から

腐敗して突然崩壊し、繊維質の山が残る」と説明した。 

 枯れたバオバブの巨木の中でおそらく最も有名な

のは、ボツワナ中部にあった「チャップマン」と呼ばれ

たバオバブだろう。この国定記念物に指定されてい

た木の幹には英国人探検家デビッド・リビングストン

（David Livingstone）がイニシャルを刻んだ跡があっ

た。 

 1852 年にこの地を訪れた南アフリカの狩猟家ジェ

ームズ・チャップマン（James Chapman）にちなんで命

名された樹齢約 1400 年のこのバオバブは 2016 年 1

月 7 日、6 本の幹がみな同時に倒れた。 

 今回の観察調査では、最古で最大級のもの以外に

も十分に成長したバオバブが多数枯死したことが明

らかになっている。ただ研究チームは、枯死の原因

は疫病ではないと論文に記しており、パトルット氏も

「病気の兆候はみられなかった」と補足している。 

 

 


