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472-479kHz の新規分配 

 2012 年 1 月 23 日～2 月 17 日、スイス・

ジュネーブにおいて開催された国際電気

通信連合（ ITU）の世界無線通信会議

（WRC-12）において、アマチュア無線に

472-479kHz の 7kHz 幅を 2 次分配する

ことが承認されました。 

 会議においては、日本をはじめ多数の国がこの周

波数帯のアマチュア無線への 2 次分配を支持しまし

たが、一部の国々では航空無線航行用の無指向性

電波標識（NDB）あるいは船舶との通信をこの周波数

帯で運用しているとして分配に反対する意見もありま

した。このため、分配をおこなう国においてはアマチ

ュア局の最大送信電力を 1W EIRP (等価等方輻射電

力)とする制限が課せられましたが、これらの国々（下

記、50 音順）から 800km 以上離れた地域においては、

送信電力の制限値を 5W EIRP まで増加してもよいとさ

れています。 

 アゼルバイジャン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、

イエメン、イラク、イラン、ウクライナ、ウズベキスタン、

エジプト、オマーン、カザフスタン、カタール、キルギ

スタン、クウェート、コモロ、サウジアラビア、ジブチ、

シリア、スーダン、ソマリア、中国、チュニジア、バーレ

ーン、ベラルーシ、モーリタニア、モロッコ、ヨルダン、

リビア、レバノン、ロシア 

 世界無線通信会議は、国際的な周波数の利用方

法、無線局の運用手続、技術基準等を規定する無線

通信規則（RR: Radio Regulations）の改正をおこな

うための会議で、通常 3～4 年に一度開催されます。 

 それぞれの国の電波主管庁は、世界無線通信会

議での無線通信規則の改正に基づいて、国内の法

令改正をおこなう必要があり、結果が反映されるまで

には時間がかかります。 

今後の予定 

・WRC-12 で合意された RR の改正は、2013 

年 1 月から国際的に発効。 

・これに合わせ、本年中に国内の電波関係法令 

に所要の改正を行う予定。 

・また、WRC-15 に向けて、ITU-R 及びアジ 

ア・太平洋地域の関連会合において適切な対応 

を行って行く予定。 

 

Windows7、Internet Explorer9 対応 

平成24年3月17日(土)より、「Windows7」、

「 Windows7 Service Pack1 」 、 「 Internet 

Explorer9」で利用できるようになりまし

た。 

電波利用電子申請・届出システム Lite 

 •電子申請の送信完了後、システムに申請・届出が

到達したことをお知らせするメールが送信されるよう

になりました。 

•新規ユーザ登録、またはユーザ情報変更を行う際に、

「免許に関するお知らせメール配信を希望する／し

ない」で「希望する」を選択していただくことで、免許

の有効期間満了前に、再免許申請期間等をお知ら

せするメールが送信されるようになりました。 

この設定は、トップページの「照会・ユーザ情報変更」

リンクをクリックし、ユーザ情報変更で確認、変更する

ことができます。 

申請 FD 作成プログラム 

開発元による製品サポート終了に伴い、README ファ

イルに記載の本システム動作環境の Windows Vista

のサービスパックレベルを更新しました。アプリケーシ

ョンの機能に変更はありません（既に旧バージョンを

インストールされている方は、再度インストールしなお

す必要はありません）。  

•申請ＦＤ作成プログラムをダウンロードするには｢安

全な通信を行うための証明書｣を入手・設定すること

が必要となります。 
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電波利用ホームページ

（http://www.tele.soumu.go.jp/j/download/fd/

fdproc/dwn/fd/index.htm） から DL が可能です。 

 

花粉情報最前線 

例年並の予想も注意必要 

 いよいよ花粉シーズン到来。毎年この

時期には、花粉症に悩まされる方も多い

だろう。そこで、気になる今年の花粉の

傾向を紹介する。 

 

日本気象協会によると、２０１２年春のスギ花粉の飛

散は２月中旬に九州・四国・近畿・東海・関東地方か

ら開始。例年に比べると遅い地域が多いものの、全

国的に飛散が始まっている。 

 スギ・ヒノキ（北海道はシラカバ）花粉の飛散量は、

ほとんどの地域で例年並か例年よりやや少ないと予

想される一方、中国・北陸・東北地方では例年よりや

や多い所がある見込みだ。 

花粉の飛散量が多かった２０１１年春に比べると３０～ 

７０％の所が大半を占めるも、例年値は年々増加する

傾向にあるため、今年も注意が必要になる。 

一般に「最高気温が高い日」「雨上がりの翌日に晴れ

た日」「風が強く晴れて空気が乾燥する日」は花粉が

多く飛散するため、特に留意したい。 

地方 花粉種別 予測の概況 

北海道 シラカバ 

総飛散数は例年より少ないで

しょう。２０１１年と比べると非

常に少ないでしょう。 

東北 
スギ 

ヒノキ 

総飛散数は福島県と宮城県

は例年よりやや多く、他は例

年並か少ないでしょう。２０１１

年と比べると少ないでしょう。 

関東 

甲信 

スギ 

ヒノキ 

総飛散数は例年並かやや少

ないでしょう。２０１１年と比べ

ると非常に少ないでしょう。 

北陸 

新潟 
スギ 

総飛散数は北陸三県は例年

並かやや少なく、新潟県は例

年よりやや多いでしょう。２０１

１年と比べると非常に少ない

でしょう。 

東海 
スギ 

ヒノキ 

総飛散数は例年並かやや少

ないでしょう。２０１１年と比べ

ると非常に少ないでしょう。 

近畿 
スギ 

ヒノキ 

総飛散数は例年並かやや少

ないでしょう。２０１１年と比べ

ると同じか少ないでしょう。 

中国 

四国 

スギ 

ヒノキ 

総飛散数は中国地方は例年

よりやや多いでしょう。四国地

方は例年よりやや少ないでし

ょう。２０１１年と比べると少な

いでしょう。 

九州 
スギ 

ヒノキ 

総飛散数は例年よりやや少

ないでしょう。２０１１年と比べ

ると少ないでしょう。 

※言葉の説明 

平年    ： 1981～2010 年の平均値 

例年    ： 過去 10 年（2002～2011 年）の平均値

非常に多い ： 例年の２００％以上 

多い    ： 例年の１５０％以上２００％未満 

やや多い  ： 例年の１１０％以上１５０％未満 

例年並   ： 例年の９０％以上１１０９も未満 

やや少ない ： 例年の７０％以上９０％未満 

少ない   ： 例年の５０％以上７０％未満 

非常に少ない： 例年の５０％未満 

 

改めて知る花粉症 

セルフケアで花粉シーズン乗り切る 

 花粉症とは、スギなどの花粉によ

って起きる眼や鼻のアレルギー疾

患の一種。花粉が鼻のなかに吸い

込まれると、体内でアレルギーを起

こす物質・抗原を追い出そうとする

防衛機能が働き、くしゃみや鼻水と

いった症状が起こる。 

 花粉症はスギの花粉だけではなく、

ブタクサ、カモガヤ、ヨモギといった
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雑草やヒノキの花粉などが原因になることも。 

 また、近年、花粉症患者が急増している理由は、ス

ギの植林、ストレスの増加、食生活の変化などと言わ

れているが、決定的な要因はまだわかっていない。 

 症状を悪化させないためには、外出時にメガネや

マスク、帽子などを装着し、帰宅した際には手洗い・う

がいを忘れずに。花粉の大量飛散日には窓を開け

ず、洗濯物を干さないなど、花粉を室内に入れない

工夫も必要になる。規則正しい生活を送り、ストレスを

ためないことも重要な対策のひとつと言えるだろう。 

「環境センサーネットワーク」 

「ドコモ花粉ライブ」に活用 

4，000 の基地局で大気情報を自動判定・

蓄積 

 

現在、花粉シーズンをより快適に過ごすためのコンテ

ンツ開発が進んでいる。全国のリアルタイムな花粉情

報を提供する、ＮＴＴドコモ（以下ドコモ）の「ドコモ花

粉ライブ」もそのひとつだ。 

 同コンテンツは、ドコモが全国 4，000 か所※に設置

している屋外観測拠点で花粉情報を収集し、スマー

トフォンアプリ、ＰＣ、モバイルサイトの地図上に 6 段

階のマークで表示するもの。その他にも、花粉対策に

役立つコラムやグッズ紹介などのコーナーも充実して

いる。（スマートフォンアプリ、ＰＣのみ） 

 そして、そのサービスを支えるのが、大気中の様々

な情報を自動判定・蓄積する「環境センサーネットワ

ーク」だ。 

ドコモが運用するこのシステムは、2009年12月にスタ

ート。関東・静岡の 300 か所の観測拠点で試験運用

を行ったのち、様々なデータ提供事業を開始してい

る。 

 花粉の飛散量、雷、紫外線量や気象情報などの大

気中の情報を「見える化」し、気象や花粉など環境に

関する「今」の情報を提供。急激な気象の変化、花粉

の飛散状況、自然災害など刻々と変化する状況を、

より速く、より正確に分析している。将来的には、9，

000 か所の観測拠点の構築が目標とされ、より精密な

測定に大きな期待が寄せられている。 

 

 

 
 

『日本人の知らない日本語』 

日本語教師の凪子先生と、外国人学生の

爆笑・日本語バトルで人気、「日本人の知

らない日本語」シリーズの新刊発売を記

念して、ヨリモでは昨秋、ヨリモ会員のみ

なさんから面白おかしい日本語エピソー

ドを募集しました。約 700 の応募の中から、

凪子先生＆蛇蔵先生が選んだ優秀作品

を発表します。 

-*-*-*-*-*-*-*-* 大賞 -*-*-*-*-*-*-*-* 
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寒かったのでおでんを食べようと思って入った田舎の

よろずやさんでのこと。お店のおばあちゃんに 

「おでんはありますか？」 
と聞いたら、おばあちゃんが「あそこだよ」と指を差し

た先に、 

公衆電話があった。 

（千葉県成田市・小野寺直美さん） 

 

-*-*-*-*-*-*-*-* 優秀賞 -*-*-*-*-*-*-*-* 

 凪子賞 

 関西では駐車場のことを 「モータープール」とい

う。子供の頃、モータープールと書いてある看板を見

ると、 「近くにプールがあるのか？」と探したもの

だ。 

（千葉県松戸市・原香津子さん）  

蛇蔵賞 

凪子先生と同じく、日本語講師をしている私。レストラ

ンの店員とお客にふんするロールプレイで、店員役

になったインドネシア人が、 「ご注文の品はすべ

ておそろいでしょうか？」とお客にたずねるところ

で、 「ご注文の品はすべておそろしいでしょう

か？」と言ってしまった。恐ろしい料理って……!? 

（千葉県成田市・関江梨子さん） 

メディアファクトリー賞 

 昔、ある栄養ドリンクの CM で 「肉体疲労時の栄

養補給に！」というフレーズを聞いてから、「世の中

には 『肉体疲労児』というかわいそうな子がいるの

だ」と思っていた。 

（埼玉県上尾市・内田雅幸さん） 

-*-*-*-*-*-*-*-* 佳作 -*-*-*-*-*-*-*-* 

石川県民の歌に「おおわが石川 ふるいおこさ～ん」

というフレーズがあって、「古いお子さん」だなんて、さ

すが加賀百万石のお国柄だと思っていたら、「振い

起こさん」だった。（金沢市・田村優樹さん） 

「暑気払い」を「入社初期の人が支払いを負担する飲

み会」のことだと思っていた新人がいてビックリしまし

た。（東京都杉並区・藤島波さん） 

アルバイト先に履歴書を提出する際、「背景無地・脱

帽・着衣・上三分身」と書かれた証明写真の規定を、

なぜか「脱衣・着帽」と読み間違え、帽子をかぶって

上半身裸の写真を履歴書に貼っている男がいました。

しかも「写真の胸筋、スゴイだろ」と真顔で自慢まで…

…。友達のアメリカ人留学生のエピソードです。（東

京都品川区・人見秀司さん） 

郵便物を、相手の現住所ではなく、その人の勤め先

や立ち寄り先へ送りたい時に「気付」と記しますが、社

会人になりたての頃、得意先の担当者から「会社に

『気付』で送って下さい」と言われた私は、「必ず見る

ように注意喚起をしてくれ」という意味かと思い、相手

住所の横に大きな字で「気付けー!!」と書いてしまい

ました。（東京都江東区・中代治さん） 

電車で隣に外国人が座っていて、荷物が落ちたので、

「おっこっちゃった」と言ったら、「スイマセン、怒らせ

ましたか？」と言われた。（東京都大田区・広瀬ひかる

さん） 

ワープロで文章を打ってもらいたいと事務の人にお

願いした時のこと。罫線を「らせん」と読むものだと思

い込んでいて、「文章のここのところに、らせんを引い

てください」と頼みました。出来上がった文章を見ると、

本当に波を打った線が引かれていました。（群馬県

桐生市・丹羽秀幸さん） 

小学 6 年生の修学旅行の時のエピソード。集合場所

に全然知らないオジサンがいて、担任の先生が「テン

ジョウインさん、テンジョウインさん!!」と呼んでいたの

で、私は「あの人、テンジョウインって名前なんだ、変

わってるなあ……」。テンジョウインさんって、伊集院

さんみたいな苗字かと思ってしまったのです。（東京

都調布市・志茂律子さん） 

スーパーのチラシ掲載商品に「売り切れ御免」と書い

てあったのを見て、売り切れた商品をなぜチラシに載

せるのか、不思議に思っていた。（宮城県大和町・若

生博志さん） 

小学生の甥っ子の話です。テレビのニュースに「１ト

ントラックに……」と流れ、それを真剣な顔で見ていた

ので「どうしたの？」と聞くと「あんな大きなトラックに豚

１匹、乗ってるの？」という返事が。１トン＝１豚？ 「じ

ゃあ、10 トンは？」と聞くと、甥っ子は「10匹のブタ！」

と満面の笑みでこたえました。（富山市・萩原聡子さ

ん） 

中国人の大学生たちに「将来の夢は何ですか？」と

聞いたら、「社長になりたいです」「通訳になりたいで

す」と答える人が多い中、ギャル風の女子学生に「商

人（あきんど）になりたいです」と言われてコメントに困

りました。（千葉県東金市・高木麻美絵さん） 

 

 


