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新年度についてのお知らせ 

新年度の季節がやってきました。 

当会の会計年度は毎年 7 月初日に始まり翌年の 6

月末日に終わりますので、各支部事務局は新年度を

迎えるにあたり、以下の各手続きをとられるようお願い

致します。 

①本部会費の納付手続きをお願いします。 

年会費は 1 局 1,600 円になっております。 

ご入金は、同封の郵便振替用紙をご利用下さい。

なお、振込み手数料は恐れ入りますがご負担下さ

い。 

②住所等の変更があった方はご連絡をください。 

景気が冷え込んで、何かと大変な時期だと思います

が、ご協力の程、お願い申しあげます。 

 

支部会費について（大阪支部） 

大阪支部では、前年度に引き続き、支部積立金よ

り本部会費を支払う事にいたしました。 

つきましては、本年度の支部会費は免除に成って

居りますので、ご注意ください。 

詳細については、同封の会計報告書をご覧下さ

い。 

JO3MVE 宮野 

 

アマチュア無線界を語る 

原昌三日本アマチュア無線連盟会長が 09 年ア

マチュア無線界を語る 

今年の日本のアマチュア無線界は、大きなニュー

スで期待が膨らむ。7MHz 帯の拡大、及び長波帯 13

5kHz の分配が飛躍の年を彩る。 

3 月 30 日から、JARL（社団法人日本アマチュア無

線連盟）が待望していた 7MHz 帯が 7200kHz まで拡

大し、アマチュア無線家たちの長年の夢がかない、ま

た、135kHz 帯の長波もアマチュアバンドに割り当てら 

 

れるなど、アマチュア無線の新しい楽しみ方が広

がる。 

国際宇宙ステーションに長期滞在している若田光

一宇宙飛行士との ARISS スクールコンタクトが相次ぎ

行われ、横浜開港 150 周年記念『開国博 Y150』の特

別局「8N1Y」の運用開始、7MHz 帯拡大記念イベント

「特別記念局（8J140M）開設と記念 QSO パーティー」

の開催、などのイベントもめじろ押し。 

『たんちょう釧路総会』開催にちなみ、JARL の JA1

AN 原昌三会長にアマチュア無線界の動きを語って

いただいた。（聞き手は沼田洋一） 

         

--3 月 30 日からアマチュア無線用途に 7100 から 72

00kHz が解放されました。 

7MHz 帯のアマチュアバンドの拡大は日本のアマ

チュア無線家にとって朗報ですね。以前もうかがいま

したが、JARL は 7MHz 帯の拡大実現までの聞、大変

苦労されたと聞いております。-- 

原会長 今回、7MHz 帯が 200kHz まで伸びて大変

喜んでおります。これでようやく、7MHz を一生懸命や

ろうという機運が熟した訳です。 

過去を振り返りますと、先進諸国がアマチュアバン

ドに 7300kHz 確保しているのに対して、日本はずっと

7100kHZ のままでした。7300kHZ までに増やしたいと

いうことで、一生懸命活動してきたが、なかなか増や

すことは難しかった。 

先日もお話ししましたが、2003 年にスイスのジュネ

ーブで WRC 会議が開かれたときのことです。会議

終日の全体総会に、7MHz 帯の再分配を議題にかけ

た。これにはアフリカとアラブが猛反対。この議題で

釣 30 分大議論。 終的には議長であるカナダのワラ

ットさんが裁定し、7200kHz に決まった。ようやく、10

年がかりで 100kHZ 伸びることが実現したわけです。 

3 月 30 日から 7MHz 帯が 2 倍になったということは

感慨深いと思っております。 

 

--7100kHz から 7200kHz の間は、昔の放送バンドで

すね。-- 

原会長 そうです。放送がぎっしり。これをどうやって

クリアするか実際に困っているところです。 

JARL では、どのようにして引っ込めていただいたく
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か、義務を果たすために、ずっとワッチしているところ

です。 

7140kHZ というのは日本のラジオジャパンがずっと

電波を出してきた。NHK の技術局長にお会いして、

「7140 は今度アマチュアバンドになりますから、移行

してください」とお願いしたところ、「わかりました」とい

うことで、7225kHz に移っていただいた。 

7140kHz というのは非常に良いバンドです。そこに

中国の放送が入ってきた。これでは困ると思ったら、1

週間もたたないうちに引っ込めてくれて、空きバンド

になってよかったと思ったが、近隣の某国が入って日

本語の放送やニュースをハイパーワーでで出してき

て、居座ってしまった。どうしたものかと困惑している。

 中国は「2、3 年かかるが 7200kHz から全部どきま

す」と言っている。 

今、7100kHz から 7200kHz には約 25 局の放送が

出ている。これを一つ一つクリアしなくてはいけない。

 シンガポールのアマチュア無線連盟が Reg3 でこの

問題を扱うことになっているが、時間がかかりそうです。

 JARL としては、これらの問題に一生懸命取り組ん

でいくことにしております。 

 

--JARL では、この 7MHz 帯が 7200kHz に拡大され

たのを記念して、7MHz 帯拡大記念イベント「特別記

念局」と「記念 QSO パーティー」を開催することにして

いますね。-- 

原会長 7 月 20 日までの間、各地方本部エリアごと

に 1 局ずつ計 10 局の特別記念局を開設してイベント

を盛り上げることにしているところです。そこで、7MHz

帯の拡大を国内外にPRするとともに、7MHz帯とアマ

チュア無線の活性化を推進することにしております。 

7 月 10 日から 20 日にかけては、記念局の運用に

加え、「7MHz 帯拡大臨 QSO パーティー」を、JARD、

CQ 出版及び JAIA の協賛で開催することにしていま

す。この記念イベントは、JARL として、これまで悲願

だった 7MHz 帯の実現を契機に、バンドの活性化と

アマチュア無線の活性化を目的に開催しますので、

大勢の参加を期待しています。 

 

--アマチュア無線のイベントの関係では国際宇宙ス

テーションに長期滞在中の若田光一飛行士との ARI

SS スクールコンタクトが行われていますね。-- 

原会長 若田光一さんとの ARISS スクールコンタクト

は、出身校のひとつであります埼玉県さいたま市の

宮原小学校の子供たちとの国内で 31 例目となる交

信が 4 月 2 日に行われ成功しました。 

ゴールデンウイーク明けの 5 月 11 日には、同じく

出身校である大宮別所小学校でも交信に成功しまし

た。 

会場となった同校体育館には、約 800 人の児童・

保護者の人たちや、若田宇宙飛行士の母親の若田

タカヨさんも会場に駆け付けて、代表で質問する 11

人の児童と若田宇宙飛行士との交信を見守ったそう

です。 

若田タカヨさんは、実はアマチュア無線の従事者

資格を所持されているとのことでした。 

 

--横浜開港 150 周年を記念した「開国博 Y150」の開

会に先立ち、4 月 27 日にアマチュア無線の特別局「8

N1Y」の開局式が行われ、原会長が第一声を発信し

たと聞いております。-- 

原会長 横浜市の「開国博 Y150」を記念して、JARL

では記念局「8N1Y」を開設し、神奈川県支部のメン

バーを中心とする横浜開港 150 周年アマチュア無線

実行委員会が運用しております。 

開会式には、私も出席し横浜市内の男性と交信し

ました。 

実行委員会では、無線を通して横浜のさまざまな

話題を世界に発信したいと話しております。 

横浜市中区の港に近い市が管理する駐車場に無

線局を開設し、横浜市が大々的に協力して運用して

います。 

特別局の運用は 9 月 27 日の「開国博 Y150」の閉

会まで続きますので、「お空」で聞こえていたらぜひコ

ールしてほしいと思います。 

 

--古いアマチュア無線家たちの集まりに、「レインボ

ー会」というのかあって、親睦を深めていると聞いて

いますが。-- 

原会長 戦前のアマチュア無線家の親睦の会として

当時の新橋第一ホテルの地下にあったレストラン“レ

インボー”にて時々開催されていました。 

戦後は参加人数は激減いたしましたが、ずっと続

いております。2 カ月に 1 回集まって情報の交換と昔

の懐かしい話をしています。 

いつも新宿の小田急 13 階「さがみ」が集会場所で、

年に 1 回の総会があります。地方からの方もぜひ参

加してください。 

今月は、5 月 12 日に「レインボー会」を開催しまし

て、私をはじめ JA1AP 菅田直和氏、JP1JCK（EXJ2K

l）鈴木登記男氏、JA1EYL 山田千鶴恵さん、EXJ2MC

三好栄氏、JA1AA 庄野久男氏、JA1HZ 森井欣央氏、

JA1AYO 丹羽一夫氏、JA1AUG 海老沢徹氏が参加し

ました。 

この会の取りまとめは、鈴木登記男氏ですのでよろ

しくお願いします。 

 

ハム 心の交信 （連載） 

読売新聞の夕刊の２面に連載されていました、「明

日へ ハム 心の交信」を先月後に続き連載しまし

た。 

 この記事を読んで、多くの方が、アマチュア無線に

飛び込んでくれる事を切望したいですね。 

ワクワク ラジオつくり教室 

 「ぐっと温めて、すっとはんだをつけて……」。NPO
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法人「ラジオ少年」代表の原恒夫さん（64）の声が響く。

札幌市内のビルの一室で、中高生らが、ほおを紅潮

させながら真空管ラジオの製作に取り組んでいる。 

 原さんは、9 年前、肝臓を半分切除し、家族から部

分移植を受けた。「せっかく助かった命。世の役に立

ちたい」。病院のベッドで考えた。「昔、楽しかつたこ

とを子どもたち“に伝えよう」 

 小さいころから電子工作が好きだった原さん。中学

生になると、近所の人に真空管ラジオの製作を頼ま

れるようになり、東京の秋葉原に、電子部品を注文し

た。現金書留を送り、品物が届くまでが待ち遠しかっ

た。 

 
ラジオキ

ットの作

り方を教

える原さ

ん 

 

 

ア マ チ

ュア無線家（ハム）には、原さんのように、子どものころ、

ラジオ作りに熱中した人が多い。札幌近郊に住むハ

ム仲間らに呼びかけ、2005 年に「ラジオ少年」を設立

した。 

 10 人のメンバーが中心になって、わくわく感を今に

よみがえらせる 10 種類以上のラジオ製作キットを開

発。インターネットで販売すると共に、講習会を開き、

子どもたちにラジオ作りの楽しさを伝えている。 

 日本ではもはや売られていない部品が多く、原さん

たちは、タイや韓国、台湾、中国へと買い付けに渡る。

顔見知りになった各国の店員は、何十年も前に日本

から輸入されて倉庫に眠ったままの部品を探し出し

てくれるようになった。 

 それでも見つからない部品は自作する。例えばラジ

オの受信感度を上げる「IFT」という部品を作るため、

韓国から似た部品を取り寄せ、一つ一つばらして中

のコイルを巻き直した。 

 「好きだからできる」。メンバーの一人、三井武さん

（57）は力を込める。 製作キットは、小中学生の関心

を引くだろうと予想していた。販売を始めると、工業高

校や大学からの申し込みが多かった。団塊世代の注

文も目立つ。海外からも問い合わせが入る。 

 真空管ラジオは、携帯電話に比べ、電波が音に変

わる仕組みを理解しやすい「若い時に手を動かして

学び、想像力を育むことは、将来、 先端の科学技

術を探究する際にも役立ちます」と原さん。永遠の”ラ

ジオ少年”の瞳が輝いた。 

アフガンで通信網整備 

だれもが携帯電話を持ち、簡単にインターネットに接

続できる時代になったが、途上国では、電話さえない

地域も珍しくない。 

 「ヒロ。あなたが取り付けた無線機を試してみます

か？」。2002 年 11 月、アフガニスタンの首都カブー

ル。NPO 法人 BHN テレコム支援協議会の中西洋美

さん（70）は、復興支援組織のリーダーに誘われ、車

 に乗り込んだ。 

 午前 9 時。全土 40 か所に散らばる支援組織のメン

バーとの間で、通信状態などを確認する点呼が始ま

った。スピーカーから次々と流れてくる声は、1 週間

前に設置作業を完了した無線機が、すべて良好に

動いていることを示していた。 

 
学生に無

線の使い

方を教え

る中西洋

夫さん 

 

 

 

 「思わず涙が出た」。うれしさ、達成感、満足感。一

言では言い表せない思いが胸にあふれた。 

 中西さんは、会社を定年 退職後、知人に誘われ

て協議会に加わり、01 年 12 月から 04 年 3 月まで、

日本とアフガニスタンを行き来しながら、ボランティア

で無線通信網の整備につくした。 

 首都の外では、手紙以外の通信手段がほとんどな

く、電気が利用できない地域もあった。中西さんらは

日本で無線機とアンテナ、太陽電池を用意し、現地

の人たちと一緒に、無線局を設置して回った。 

 業者に頼むと、調査から工事まで、時間も費用もか

かる。「腕に覚えのあるアマチュア無線家（ハム）なら、

もっと安く、短期間で設置できる」。「ハム歴 50 年」が

自慢の中西さん。02 年は、現地調達した水道パイプ

でアンテナ台を作り、通常なら何年もかかるところを

約 9 か月で作業を終えた。 

 アフガニスタンでの生活は厳しく、不自由なことも多

かったが、無線機のマイクを握ると、疲れを忘れられ

た。アフガンで働く国連の人たちとも、無線を通じて

友だちになった。 

 中西さんは現在、反政府ゲリラの活動が激しさを増

すアフガンの情勢を心配しつつ、日本でボランティア

団体などを指導している。今年 3 月、難民支援に関

心を持つ大学生たちに、無線機の使い方を伝授した。

 自分たちが作った無線設備は、電話などが整備さ

れるまでのつなぎと考える中西さんは、現地を去る時、

いつもこうあいさつした。「この国で、なるべく早く、こ

の機械が要らなくなることを願っています」 

防災に生かせ次々と知恵 

 2005 年 7 月。千葉県北西部を震源とする地震が発

生し、東京・足立区で震度 5 強の揺れが観測された。

大きな被害はなかったが、東京北部では安否確認の
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通話が殺到し、一時、固定電話も、携帯電話の回線

も、パンク状態になった。 

 「東京から自宅に電話をかけても、いつまでもつな

がらなかった」。横浜市アマチュア無線非常通信協

力会（会員数約 950 人）の片山晋さん（69）は、知り合

いからそんな話を聞いた。「この程度の地震でそんな

状態なら、大地震の時は大変なことになる」 

 震度 3 以上の地震が起きたら、無線機の前に座る。

片山さんは、そんな「出動態勢」確認の訓練を、近く

の会員に呼びかけた。 

1995 年の阪神大震

災で親戚を亡くした

片山さんは、防災

に強く関心を持つ

ようになった。勉強

をするうち、地震発

生直後に、無線が

大きな力を発揮す

る可能性があること

に気づいた。「アマ

チュア無線はもちろ

ん、だれでも使える

（特定小電力の）ト

ランシーバーも、結

構役に立つはず」 

 火災の発見と初

期消火、お年寄り

や障害者の避難、

倒れた家屋の下敷

きになった人の救出……。どれも地震発生後、数分

から 1 時間が勝負だ。しかし、被害が大きいと、消や

警察の救助をすぐには期待できない。 

 阪神大震災の後、片山さんは協力会に入り、磯子

区の責任者になった。町内を数軒ごとの斑に分け、

班長がトランシーバーを持って各戸を点検し、無線

家に連絡する仕組みを考えた。無線家が、区役所な

どとの連絡を担う。 

 ほかにも防災に役立つアイデアを次々と提案し、訓

練に工夫を加えた。他の自治会の防災講座にも講師

として呼ばれるようになった。「熱心で、万一の時には

頼になる」。同区役所で防災を担当する繁野芳彰さ

ん（46）は、片山さんらの取り組みを高く評価する。 

 電子機器の設計技術者だった片山さん。会社では、

機械に向き合う日々だった。「防災に携わるようにな

って、いろいろな人と知り合えるようになった。それが

うれしい」と、今の活動にやりがいを感じている。気が

かりなのは、防災に関心を持つ若い人が少ないこと

だ。「若者にも声をかけ、無線を通じて地域の絆をし

っかりと築いていきたい」 

子どもと宇宙をつなぎたい 

 「無重力の中で、どのように寝るのですか」 ---。4

月 2 日、宇宙飛行士の若田光一さん、の母校・さいた

ま市立宮原小学校で、児童 15 人が、高度約 350 ㌔・

㍍の宇宙にいる先輩に、次々と質問を投げかけた。 

 小学校の体育館に集まった親子は約 500 人。雑音

混じりの通信が途絶えてしまわないか、約 10 分の交

信をはらはらしながら見守った。「あこ がれの君田さ

んと話ができた」 「宇宙と交信できるなんてすごい」。

交信を終え、興奮さめやらぬ子どもたちの横で、一橋

大学教授の安田聖さん（61）がほほ笑んでいた。 

 計算機科学を教える安田さんは、若いころアマチュ

ア無線に夢中になった経験がある。1997 年、自分の

子どもたちが、近くの児童センター（埼玉県入間市）

で活動する無線クラブに入ったのをきっかけに、クラ

ブの手伝いを始めた。 

 
若田光一さ

んとの交信

準備をする

安田聖さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

「趣味の王様」と言われたアマチュア無線も、昔のよう

な人気はない。安田さんは「多くの子どもたちをクラブ

に誘う方法はないか」と思案する。3 年後、アマチュア

無線で国際宇宙ステーション（ISS）と交信するプログ

ラムがあるのをネットで見つけた。 

 「宇宙と交信できれば人気が出るぞ」。主催する米

航空宇宙局（NASA）に応募し、交信許可を取った。

他のボランティアと協力し、必要機材をそろえた。 

 2001 年日月、児童センターの無線クラブが、ISS と

の交信に、国内で初めて成功した。トラックの違法電

波に妨害されそうになるなど、 後まで気をもんだが、

「子どもも大人も、大喜びだった」。 

 アマチュア無線には免許が必要だ。入間の無線ク

ラブの子どもたちは、免許を持っていた。安田さんは

「免許のない子にも、宇宙交借の感動を」と、総務省

に働きかけた。ISS との交信に限り、小・中・高校生は

資格なしでも通信できる特例が、翌年認められた。そ

の後、各地の児童生徒が、宇宙交信を体験。宮原小

は、国内で 31 番目になる。 

 謙虚な安田さんだが、言葉の端々に、ボランティア

精神に富む、ハムの誇りが顔をのぞかせる。 

 「教室ではできない体験。その機会を、今後も提供

していきたい。アマチュア無線の力で」  

 

新型インフルエンザ対策関連情報 

新型インフルエンザ対策本部  H21/05/22  

基本的対処方針の抜粋 

政府においては、今回の新型インフルエンザの発生

無線を防災に生かす訓練に取り組

む片岡晋さん 
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は、国家の危機管理上重大な課題であるとの認識の

下、その対策に総力を挙げて取り組んでいるところで

あるが、現在、兵庫県、大阪府等で患者数が急増し

ている状況にある。  

今後、国内で感染が拡大していく事態も想定に入れ

ながら、国内対策を強化していく必要がある。  

今回の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ1Ｎ1）は、  

① 感染力は強いが、多くの感染者は軽症のまま回

復しており、 ② 抗インフルエンザウイルス薬の治療

が有効であるなど、季節性インフルエンザと類似する

点が多い。  

他方、季節性インフルエンザとの 大の違いは、

季節性インフルエンザでは、高齢者が重篤化して死

亡する例が多いのに対し、今回の新型インフルエン

ザでは、海外の事例によれば、基礎疾患（糖尿病、

ぜん息等）を有する者を中心に重篤化し、一部死亡

することが報告されている。  

政府の現行の「新型インフルエンザ対策行動計

画」等については、強毒性の鳥インフルエンザ（Ｈ5Ｎ

1）を念頭に策定されたものであるが、今回のウイルス

の特徴を踏まえると、①国民生活や経済への影響を

小限に抑えつつ、感染拡大を防ぐとともに、②基

礎疾患を有する者等を守るという目標を掲げ、対策を

講じることが適当である。  

このため、今後も行動計画をそのまま適用するの

ではなく、この基本的対処方針により、地域の実情に

応じた柔軟な対応を行っていく必要がある。  

政府としては、自治体、医療機関、事業者や関係

団体と連携・協力し、国民の協力を得ながら、当面、

次の措置を講ずることとする。  

一．国内外の情報収集と国民への迅速かつ的確な

情報提供を行う。  

（一）国際的な連携を密にし、ＷＨＯや外国の対応状

況等に関する情報収集に努力する。  

（二）国内サーベイランスを強化し、各地の感染状況

を迅速に把握するとともに、患者や濃厚接触者が活

動した地域等の範囲について国民に迅速に情報提

供を行う。  

二．患者や濃厚接触者が活動した地域等において、

地域や職場における感染拡大を防止するため、次の

措置を講ずる。  

（一）積極的疫学調査を徹底する。  

（二）外出については、自粛要請を行わない。ただし、

外出に当たっては、人混みをなるべく避けるとともに、

手洗い、混み合った場所でのマスク着用、咳エチケ

ットの徹底、うがい等を呼びかける。  

（三）事業者や学校に対し、時差通勤・時差通学、自

転車通勤・通学等を容認するなど従業員や児童・生

徒等の感染機会を減らすための工夫を検討するよう

要請する。  

（四）集会、スポーツ大会等については、一律に自粛

要請は行わない。ただし、主催者に対し、感染の広

がりを考慮し、当該集会等の開催の必要性を改めて

検討するとともに、感染機会を減らすための工夫を検

討するよう要請する。  

（五）学校・保育施設等の臨時休業の要請について

の運用指針は、厚生労働大臣が別途定める。（「医

療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要

請等に関する運用指針」参照。）  

（六）事業者に対しては、事業自粛の要請を行わない。

ただし、事業運営において感染機会を減らすための

工夫を検討するよう要請する。  

三．医療の確保についての運用指針は、厚生労働

大臣が別途定める。（「医療の確保、検疫、学校・保

育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」

参照。）  

四．患者や濃厚接触者が活動した地域等への抗イン

フルエンザウイルス薬、検査薬、マスク等の円滑な供

給を関連事業者に要請する。  

五．患者や濃厚接触者が活動した地域等における

国民生活の維持を図る。  

（一）電気・ガス・水道、食料品・生活必需品等の事業

者に対する供給体制の確認や事業継続に向けた注

意喚起を行う。  

（二）従業員の子ども等が通う保育施設等が臨時休

業になった場合における当該従業員の勤務につい

て、事業者に対し、配慮を行うよう要請する。また、医

療従事者等の子ども等が通う保育施設等が臨時休

業となった場合、保育等を確保するための方策を講

ずる。  

（三）在宅の障害者や高齢者等について、必要に応

じ状況を踏まえて支援を行う。  

六．パンデミックワクチンの早急な開発・製造に取り組

む。  

七．今回のウイルスの特徴を踏まえ、水際対策のあり

方を見直す。  

（一）検疫についての運用指針は、厚生労働大臣が

別途定める。（「医療の確保、検疫、学校・保育施設

等の臨時休業の要請等に関する運用指針」参照。）  

（二）海外発生国の状況に応じた感染症危険情報を

適宜発出するとともに、海外発生国の在外邦人に対

する支援を行う。  

八．必要に応じ、次の措置を講ずる。  

（一）食料品・生活必需品等の購入に当たっての消

費者の適切な行動を呼びかける。  

（二）社会混乱に乗じた各種犯罪の取締り等治安の

維持に当たる。  

「基本的対処方針」等のＱ＆Ａ  

今般の新型インフルエンザの特徴をどのように考えれ
ばよいか。  

1．今回の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ1Ｎ1）は、① 感染

力は強いが、多くの感染者は軽症のまま回復しており、
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 ② 抗インフルエンザウイルス薬の治療が有効であるな

ど、季節性インフルエンザと類似する点が多い。  

2．他方、季節性インフルエンザとの 大の違いは、季

節性インフルエンザでは、高齢者が重篤化して死亡す

る例が多いのに対し、今回の新型インフルエンザでは、

海外の事例によれば、基礎疾患（糖尿病、ぜん息等）を

有する者を中心に重篤化し、一部死亡することが報告さ

れている。  

3．なお、潜伏期間は 1 日から 7 日とされている。  

今般の新型インフルエンザ対策の目標は、何か。 

今般の新型インフルエンザ対策の実施に当たっては、

ウイルスの特徴を踏まえ、 ① 国民生活や経済への影

響を 小限に抑えつつ、感染拡大を防ぐとともに、 ② 

基礎疾患を有する者等を守るという目標を掲げている。 

今回、「基本的対処方針」が改定されたが、「確認事項」
の位置づけ如何。  

「確認事項」（平成 21 年 5 月 16 日新型インフルエンザ

対策本部幹事会決定）は、新型インフルエンザの患者

が国内で初めて確認された時点において講ずべき措置

をまとめたものであり、状況が変化していることから、「確

認事項」のうち、今後も引き続き実施すべきものについ

ては、今回の「基本的対処方針」に盛り込んでいる。  

従来の「新型インフルエンザ対策行動計画」や「新
型インフルエンザ対策ガイドライン」と「基本的対
処方針」は、どのような関係にあるのか。  

1．政府の従来の新型インフルエンザ対策については、

弱毒性ではあるが病原性の高いスペインかぜや強毒性

の鳥インフルエンザ（H5N1）に由来する新型インフルエ

ンザも念頭に置きながら、「新型インフルエンザ対策行

動計画」及び「新型インフルエンザ対策ガイドライン」とし

て整理している。  

2．しかし、今般のウイルスは、現時点では、軽症の方が

多いという特徴を持ち、「新型インフルエンザ対策行動

計画」が念頭に置いていた健康被害の程度とはかなり

異なっている。このため、今般のウイルスの特徴に鑑み、

国民生活や経済への影響を 小限に抑えることが適当

と考えており、行動計画等をそのまま適用するのではな

く、「基本的対処方針」により、地域の実情に応じた柔軟

な対応を行っていくこととしている。  

なぜ、「基本的対処方針」を改定したのか。  

1．我が国の現状を見ると、患者が全国的に発生してい

る状況にはないが、患者数が急増している地域が見ら

れる。 

2．この状況を「新型インフルエンザ対策行動計画」が示

している段階に当てはめれば、「第 2 段階：国内発生早

期」であることに変わりはないが、今後、国内で更に感

染が拡大していく事態も想定しつつ、地域の実情に応

じた柔軟な対応を行っていく必要があることから、現状

を踏まえ、政府として当面講ずべき措置をとりまとめたと

ころである。  

3．国内で感染拡大が進めば、さらに、状況に応じた対

応を検討していくこととなる。  

症状は季節性インフルエンザと同じ程度という意見もあ

るが、国内での感染防止策については、学校の臨時休
業など不必要に強い措置となっているのではないか。  

1．当面の措置として掲げている事項は、咳エチケットな

ど季節性のインフルエンザ対策と共通のものもあるが、

今回の新型インフルエンザについては、専門家諮問委

員会の意見によれば、①現時点では、基本的には国民

に新型インフルエンザウイルス H1N1 に対する免疫がな

いと考えるべきであり、かつ、それに対応するワクチンが

存在しないこと②基礎疾患（慢性疾患）を有する者を中

心に重症化する傾向があり、一部死亡例が報告されて

いること③ウイルスの感染力やウイルスがもたらす病原

性等について未解明な部分があること④感染を繰り返

すことにより、ウイルスが変異する可能性があること 等

から、症状は季節性インフルエンザに類似するとしても、

慎重に対応する必要があると考えられる。  

2．このため、専門家諮問委員会の意見に基づき、国内

での感染防止策として、①積極的疫学調査の徹底② 

集会・スポーツ大会等の主催者に対する感染機会を減

らすための工夫の要請③学校・保育施設等の臨時休業

の要請④事業者に対する事業運営における感染機会

を減らすための工夫の検討の要請等の措置を講ずるこ

ととしたものである。  

3．事業者等に講じていただく措置については、関係者

に一律に強制するものではなく、それぞれの実情に応

じて柔軟に取り組んでいただければよいと考えている。  

「基本的対処方針」の「二．」における「患者や濃厚接触
者が活動した地域等」の具体的範囲如何。 

1．積極的疫学調査により、患者や濃厚接触者が活動し

たことが判明した地域等を包含する区域（市区町村等）

である。しかしながら、それらの者の行動や 2 次接触者

を完全に追うことは困難であることから、国民や事業者

への呼びかけや要請については、実際の状況を踏まえ、

広めの地域（複数の市区町村、都道府県等）で行うこと

も考えられる。  

2．いずれにせよ、この「患者や濃厚接触者が活動した

地域等」の範囲については、自治体からの情報に基づ

き、患者が発生する都度、厚生労働省から発表されて

いる。  

外出に当たり、必ずマスクを着用する必要があるのか。 

1．マスクは、咳やくしゃみによる飛沫及びそれらに含ま

れるウイルス等病原体の飛散を防ぐという効果が高いも

のであり、混み合った場所、特に屋内や乗り物など換気

が不十分で閉鎖的な場所に入るときに着用することが

勧められる。  

2．屋外などでは、相当混み合っていない限りあえてマ

スクを着用する必要はない。また、施設や乗り物につい

ても空いていれば、マスクを着用する必要はない。（目

安としては対面する人と人の距離が 1～2 メートル）  

3．ただし、外出に当たっては、マスクをいつでも着用で

きるよう、準備しておくことが望ましい。  

 

 


