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震災時、飛行船を携帯基地局に 

大震災の発生直後に電話の基地局が倒壊したり、通

話が殺到したりしても通信を確保できるよう、近畿総合

通信局は今秋以降、有人飛行船を被災地の上空に飛

ばし、携帯電話の臨時基地局にする実証実験に取り組

む。被災者の安否確認や災害情報の提供には携帯電

話が有力なため、通信ルートを空から確保する試みだ。  

 2035 年前後に紀伊半島沖で起きる可能性が高いとさ

れる東南海・南海地震を想定し、発生後、百時間の緊

急課題に絞って情報通信の仕組みを検証する。  

 地震が昼間に発生した場合、学校や勤務先から帰宅

できない人が多いことが予想される。このため、携帯電

話を使って安否情報をサーバーに登録して家族間で確

認したり、行政が安全な帰宅ルートを配信し、自宅や避

難所まで誘導したりする仕組みを検討する。  

 有人飛行船は、民間の広告宣伝用を借りる予定で、

携帯電話のほか、自治体や鉄道会社とも結んで災害情

報をやりとりする。飛行船に積み込む機器の小型・省電

力化なども研究する。将来は無人の大型飛行船や飛行

機などを成層圏に飛ばす構想もある。  

 1995 年の阪神大震災では、固定電話のほか携帯電

話も長時間使えなくなった。近畿総合通信局は、被災

地の経験も踏まえて大規模災害時の課題をまとめ、他

の地域にも伝える。 

 

 
 

迷惑メール防止法２法が成立 

 携帯電話などに一方的に電子メールを送りつける迷

惑メールを規制する「特定商取引改正法」が 12 日、参

院本会議で可決・成立した。与党３党が提出した議員

立法「特定電子メール送信適正化法」も 11 日に成立し

ており、迷惑メール防止の２法が７月にも施行されること

になった。  

 「特定商取引改正法」は、消費者がメールを受け取り

たくない旨を業者に通知しても送り続けた販売業者に

対して経済産業省が改善命令と業務停止命令を出す。

命令に従わない業者には罰金や懲役刑を課すことがで

きる。  

 一方、「送信適正化法」は大量のあて先不明メールの

原因になる架空アドレスによる送信を業者に禁止するこ

とができる。  

 両法を巡っては、経産省案と総務省が支持する与党

案が対立し、一本化できなかった経緯がある。  

 

迷惑メールを条例で規制(兵庫県) 
 兵庫県は 12 日、迷惑メールを同県消費者保護条

例で規制される対象に追加した。迷惑メール対策で

は、与党 3党による防止法が 11 日に成立したほか、

東京都も消費生活条例を改正しているが、施行され

たのは兵庫県が初めて。  

 兵庫県では、昨年度から迷惑メールが原因とみら

れる出会い系サイトなどのトラブルが増えている。

このため、条例改正ではなく、対象の追加を告示す

ることで対応にあたった。  

 今回の指定追加では、消費者が拒否の意志表示を

したり、意志表示の機会を与えないまま、電子メー

ルによる一方的な広告を反復送信して勧誘する行為

を、同条例が規制する「不当な取引方法」に指定し

た。特定商取引法の対象外まで含められ、幅広く網

を掛けられる。  

 条例に違反した場合、違反業者に中止を勧告し、

応じない場合は名前公表などの行政処分を行う。同

県消費生活対策室では「メールは新しい媒体なので

健全に発展してほしい。業者の特定など難しい面も

あるが、迷惑メールをこれ以上放置できない。県民

にも不当な取引と認識してもらうことができ、商売

がしにくくなると思う」と話している。  

 

新製品の紹介 
 

スタンダード最新ハンディ機 VX-7 
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・50/144/430MHｚ FM5W/AM1W* 

・TRIPLE BAND HANDIE TRANSCEIVER(*50MHz の

み) 

・出力５W（50MHｚ・AM/１W） 

VX-7 ¥54,800(税別) 技術基準適合証明取得機種 

50/144/430Mhz のトリプルバンドフルパワー5W 出力ハ

ンディ。50Mhzの AM送信（1W）が可能な国内唯一のハ

ンディ機  

送信出力を４段階に切換えること

が可能（付属のリチウムイオン電

池、または外部電源使用時）なの

で、QRP でも楽しめます 

アウトドアに欠かせない防水性能。

JIS 等級７種防浸形に相当。水深

1m において、30 分間沈めておい

ても内部に水が浸透しません  

アマチュア無線機初の全面マグ

ネシウム合金によるダイキャストケ

ースを採用。軽くて丈夫、ノートパ

ソコンに使用されている素材とし

てお馴染み  

充実の受信性能。500KHz～

999MHz（一部周波数を除く）をカ

バーするワイドバンド受信機能を

搭載。主要なテレビ・ラジオ放送

はもちろんプリセット済み。鉄道空線スケルチや盗聴器

発見機能など多機能ワイドバンドレシーバーに匹敵す

る受信性能  

漢字表記が可能なフルドットマトリックス液晶ディスプレ

イを搭載。MAIN/SUB の独立した周波数表示や S メー

ター表示、受信信号の波形表示、アイコンやフォントの

作成などが可能  

高輝度 LED フルカラーマルチインジケーターによるスト

ロボ機能。白色ストロボの間欠発光による信号の発信や、

BUSY ランプの表示色をブルーやオレンジなどに変更し

て楽しめます  

寸付属のリチウムイオン電池、オプションの単 3 乾電池

ケース（電池 2 本使用）、外部 DC 電源によるオペレート

が可能 

 

北辰産業のアンテナ 
 

HVU8 HF/V/UHF8 バンドをコンパクトに運用できる新

型アンテナ！HVU-8 定価 36,800 円 

 

北辰産業からなんと 8 バンドの GP が登場します。

3.5MHz から 430MHz までカバーして全長 2.6m 強、

2400g という超軽量・コンパクトタイプです。FT-817 や多

バンドのリグを使用されている方には非常に魅力的なモ

デルといえますね。しかも、ラジアルが可変タイプになっ

ていますのでベランダへの設置も容易です。 

商品の委細はこちら http://www.maldol.co.jp/ 

・3.5/7/21/28/50/144/430MHz8 バンド GP 

・全長 2650mm 重量 2400g 

・利得 2.15dBi144MHz 5.3dBi430MHz 

・耐入力 200W HF/A3j 

・取りつけマスト幅 25mm～60mm 

・1/4λ（3.5～50）1/2λ（144）5/8λ×2（430） 

 

ＧＷ時期の高速道路の渋滞予測等 

ＧＷ時期の高速道路の渋滞予測等について 

・下りのピークは 5 月 3 日～4 日 

・上りのピークは 5 月 4 日～5 日 

日本道路公団（JH）と（財）日本道路交通情報センタ

ーでは、お客様に混雑時期をずらしゆとりのある旅行計

画づくりに活用していただくため、ゴールデンウィーク時

期[平成 14 年 4 月 24 日（木）～5 月 8 日（水）の 14 日

間]の高速道路で交通集中による渋滞が著しい箇所と、

渋滞箇所通過に必要な所要時間の予測をとりまとめま

したのでお知らせします。 

本年は、下りは 5 月 3 日、4 日、上りは 4 日、5 日に渋

滞が集中すると予測されます。 

この渋滞予測情報は、インターネット、ハイウェイ FAX

に加え、携帯電話を用いたインターネット接続サービス

においても入手できます。 

なお、渋滞予測は、事故や異常気象の発生等により

変動する場合があります。当日の道路状況については、

（財）日本道路交通情報センターやハイウェイテレホン、

ハイウェイＦＡＸなどで随時確認できます。 

１．渋滞予測について 

（１）渋滞発生の傾向 

下り線は 5 月 3 日（金）、4 日（土）、 

上り線は 5 月 4 日（土）、5 日（日）がピークになると予測

されます。 

（２）渋滞予測の概要 

特に長い渋滞（30km 以上）の発生予測は次のとおり 

[東北自動車道]  

 ・下り線は、5 月 3 日（金）午前に矢板北（やいたきた）

パーキングエリア（栃木県矢板市）付近を先頭とする渋

滞、そのほか４回発生 

〔昨年は 3 日（木）午前に同箇所付近で 35.7km の渋滞

が発生〕  

・上り線は、4 日（土）午後、5 日（日）午後に上河内（か

みかわち）サービスエリア（栃木県河内郡上河内町（か

わちぐんかみかわちまち））付近を先頭とする渋滞が発

生 

〔昨年は 5 日（土）午後に同箇所付近で 38.9km の渋滞

が発生〕  

[常磐自動車道]  

・上り線は、5 月 5 日（日）に三郷（みさと）ジャンクション

（埼玉県三郷市）付近を先頭とする渋滞、そのほか１回

発生 

〔昨年は 4 日（金）午後に同箇所付近で 35.8km の渋滞

が発生〕  
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[中央自動車道]  

・下り線は、5 月 3 日（金）午前、4 日（土）午前に元八王

子バスストップ（東京都八王子市）付近を先頭とする渋

滞が発生 

〔昨年は 4 日（金）午前に同箇所付近で 28.8km の渋滞

が発生〕  

・上り線は、5 日（日）午後に小仏（こぼとけ）トンネル（東

京都八王子市）付近を先頭とする渋滞、そのほか１回発

生 

〔昨年は 5 日（土）午後に同箇所付近で 51.4km の渋滞

が発生〕  

[関越自動車道]  

・下り線は、5 月 3 日（金）午前、4 日（土）午前に花園イ

ンターチェンジ（埼玉県大里郡（おおさとぐん）花園町）

付近を先頭とする渋滞、そのほか１回発生 

〔昨年は 4 日（金）午前に同箇所付近で 47.1km の渋滞

が発生〕  

・上り線は、5 日（日）午後に花園インターチェンジ付近

を先頭とする渋滞が発生 

〔昨年は 5 日（土）午後に同箇所付近で 52.5km の渋滞

が発生〕  

[東名高速道路]  

・上り線は、4 月 29 日（月）午後、4 日（土）午後、5 日

（日）午後に綾瀬バスストップ（神奈川県綾瀬市）付近を

先頭とする渋滞、そのほか 2 回発生 

〔昨年は 4 日（金）午後に同箇所付近で 45km の渋滞が

発生〕  

[名神高速道路]  

・下り線は、5 月 3 日（金）午前に木曽川橋（きそがわば

し）（愛知県尾西市（びさいし））付近を先頭とする渋滞、

そのほか 1 回発生 

〔昨年は 3 日（木）午前に同箇所付近で 58.6km の渋滞

が発生〕  

・上り線は、3 日（金）午前の京都東インターチェンジ（京

都府京都市）付近を先頭とする渋滞、そのほか３回発生 

〔昨年は 3 日（木）午後に同箇所付近で 39.9km の渋滞

が発生〕  

[東名阪自動車道]  

・下り線は、5 月 3 日（金）午前、4 日（土）午前の桑名（く

わな）インターチェンジ（三重県桑名市）付近を先頭とす

る渋滞が発生 

〔昨年は 3 日（木）午前に同箇所付近で 20.9km の渋滞

が発生〕  

[東海北陸道]  

・下り線は、5 月 3 日（金）午前の赤谷（あかたに）トンネ

ル（岐阜県郡上郡八幡町（ぐじょうぐんはちまんちょう））

付近を先頭とする渋滞が発生 

〔昨年は 4 日（金）午前に同箇所付近で 31.4km の渋滞

が発生〕  

[中国自動車道]  

・下り線は、5 月 3 日（金）午前の宝塚（たからづか）東ト

ンネル（兵庫県宝塚市）付近を先頭とする渋滞が発生 

〔昨年は 3 日（木）午前に同箇所付近で 43.7km の渋滞

が発生〕  

２．渋滞インフォメーション 

渋滞情報はインターネット等の媒体を通じて提供して

います。お客様は、旅行計画段階、旅行の出発前、走

行中、休憩中の各段階においていつでも情報を入手で

きます。 

（１）旅行計画に役立つ渋滞予測情報 

１)インターネット 

次のアドレスで、日本道路公団（ＪＨ）のホームページ

にアクセスすると、「ハイウェイドライブカレンダー」では

渋滞箇所、「ハイウェイナビゲータ」では 5ｋｍ以上の渋

滞を見込んだ旅行時間予測情報が検索できます。 

アドレス http://www.jhnet.go.jp/ 

２)ハイウェイ FAX 

 FAX 番号: ナビダイヤル ０５７０（００）１６２５ 

ダイヤル後、操作案内に従い「５＃（広報案内）」を押す

と渋滞予測情報が入手できます。  

３)リーフレット（渋滞予測ガイド） 

 高速道路の各サービスエリアのインフォメーションや、

日本道路公団（JH）の管理事務所などで 4 月上旬から

入手できます。 

４)携帯電話を用いたインターネット接続サービス 

上記接続サービス「JH ハイウェイナビ」（ｉモード、Ｊ－ＳＫ

Ｙｗｅｂ、ＥＺｗｅｂ）により、渋滞予測情報（5km 以上の渋

滞箇所及び渋滞を見込んだ旅行時間予測情報）が入

手できます。 

ｉモードからのアクセス 

「ｉモードＭｅｎｕ」→「メニューリスト」→「交通・地図・旅

行」→「ＪＨハイウェイナビ」→「渋滞予測情報」 

Ｊ－ＳＫＹｗｅｂからのアクセス 

 「Ｊ－スカイメイン」→「交通・トラベル」→「道路」→「ＪＨ

ハイウェイナビ」→「渋滞予測情報」 

ＥＺｗｅｂからのアクセス 

 「ＥＺインターネット」→「地図・交通・旅行」→「鉄道・交

通」→「ＪＨハイウェイナビ」→「渋滞予測情報」 

（２）お出かけ前に入手できる道路交通情報 

（ホームページアドレス http://www.jhnet.go.jp/、ＦＡＸ

番号全国統一番号 ０５７０（０１）１０１１）  

テレビ、ラジオの道路交通 

本道路交通情報センター（ＪＡＲＴＩＣ）の道路交通情報 

インターネット及び電話で道路交通情報を入手できま

す。 

ハイウェイテレホン 

リアルタイムな主要道路の交通情報（５分更新）を２４時

間入手できます。 

また、携帯電話を使ったインターネット接続サービス「Ｊ

Ｈハイウェイナビ」（ｉモード、Ｊ－ＳＫＹｗｅｂ、ＥＺｗｅｂ）か

らも接続できます。 

なお、自動車走行中の携帯電話の使用は禁止されて

います。 

ハイウェイＦＡＸ 
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ダイヤル後、操作案内に従い操作すると、リアルタイム

な主要道路の交通情報（５分更新）を２４時間入手でき

ます。  

（３）走行中に入手できる道路交通情報 

１)道路情報板 

２)ハイウェイラジオ（1620kHz） 

３)ＶＩＣＳ 

ＶＩＣＳ対応のカーナビゲーション等の車載機で入手で

きます。 

（４）休憩中に入手できる道路交通情報 

１)ハイウェイ情報ターミナル（サービスエリア等に設置） 

テレビ画面等により、分かりやすくお知らせします。 

２)ハイウェイテレホン 

リアルタイムな主要道路の交通情報（５分更新）を２４時

間入手できます。 

また、携帯電話を使ったインターネット接続サービス「Ｊ

Ｈハイウェイナビ」（ｉモード、Ｊ－ＳＫＹｗｅｂ、ＥＺｗｅｂ）か

らも接続できます。 

なお、自動車走行中の携帯電話の使用は禁止されて

います。 

３) その他  

サービスエリアのインフォメーション、料金所、案内看板

などで交通情報を入手できます。 

３．お客様へのお願い 

この時期高速道路やサービスエリア等は大変混雑す

ると予測されるため、日本道路公団（ＪＨ）では渋滞回避

と交通安全の観点から、お客様に次のことを呼びかけ

ています。 

（１）渋滞予測を参考にされて、ゆとりをもった旅行計画

を 

渋滞予測情報を活用し、出発時間を渋滞のピークが

予測される時間帯の前後にずらすことにより、渋滞をさ

けて移動することができます。また道路全体の混雑状況

を緩和することにもつながります。 

（２）適度な休憩を取って安全運転を  

夜間運転や長時間運転により疲労がたまりがちにな

ります。サービスエリア等を利用して適度な休憩をとり、

安全運転を心掛けてください。 

（３）給油やトイレはお早目に 

給油やトイレは、高速道路をご利用になる前や渋滞

区間の手前などにおいてなるべく早目にお済ませくださ

い。 

（４）万一、事故や故障が起こった場合、安全な場所に

すみやかに避難を 

交通事故や故障により停止した場合、道路上にとど

まることは非常に危険です。ハザードランプや三角停止

表示板、発炎筒などで後続車に危険を知らせたら、通

行車両に十分注意し、すみやかにガードレールの外な

ど安全な場所に避難してください。また、非常電話によ

る通報もお願いします。 

（５）渋滞後尾での追突事故に注意 

 渋滞発生時には、渋滞の車列の中や渋滞の後尾での

追突事故が発生しやすくなります。渋滞に遭ったらハザ

ードランプで後続車に合図するなど、追突事故の防止

に心掛けてください。 

※お問い合わせ先 

ハイウェイガイド東京  TEL 03-3506-0333 

 

 

 
兵庫県 神戸【魚釣潮時】 

5月3日(金)中潮 

潮止0:32/下げ2:04/ハナ2:26/三分3:01/七分3:42/潮

止ハナ7:44/三分/11:17/七分14:17/潮止16:42/上げ

18:28/ハナ20:18/三分21:47/七分23:50 

5月4日(土)小潮 

潮止2:11/下げ3:21/ハナ5:01/三分9:30/七分13:40/

潮止18:57/上げ20:34/ハナ21:34/三分23:03 

 

 
兵庫県 神戸【魚釣潮時】 

5月5日(日)小潮 

七分1:19/潮止3:11/下げ4:19/ハナ5:36/三分8:27/七

分11:05/潮止13:15/上げ14:22/ハナ4:34/三分14:55/

七分15:20/潮止15:41/下げ15:55/ハナ16:41/三分

17:59/七分19:49/潮止20:59/上げ21:36/ハナ22:33 

5月6日(月)小潮 

三分0:05/七分2:09/潮止3:49/下げ4:54/ハナ5:57/三

分8:11/七分10:22/潮止12:37/上げ13:59/ハナ14:22/

三分14:59/七分15:42/潮止16:18/下げ16:41/ハナ

17:31/三分18:54/七分20:32/潮止21:41/上げ22:21/

ハナ23:20 
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