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電波法施行規則等の一部を改正す
る省令案等についての意見募集 

総務省は、広帯域電力線搬送通信設備の屋
外利用のため、電波法施行規則の一部を改
正する省令案等について、平成25年2月
8日（金）から同年3月11日（月）まで
の間、意見を募集しています。 

今回の意見募集は、高周波利用設備のうち「広

帯域電力線搬送通信設備」については、屋外（分

電盤より負荷側）に利用範囲を拡大するため、屋

外利用をする場合の規定について電波法施行規

則に新たな技術基準を設ける等、関係省令等を改

正するというものです。 

 

アマチュア局統計情報 

総務省の「無線局統計情報」による，アマチ
ュア局の総数の最新データ 

43 万 6,997 局 （2012 年 12 月末） 

 「総局数」と「年間減少率」の推移は，下表のとお

りとなります。 

各月末時点でのアマチュア局の総数 

月 2011 年 2012 年 

4 452,348 442,312 

5 451,479 441,540 

6 450,366 440,742 

7 449,436 440,646 

8 448,488 439,531 

9 447,865 438,903 

10 446,602 438,27 

11 445,245 437,459 

12 444,565 436,997 

1 444,045 - 

2 443,396 - 

3 442,777 - 

 

悪質自転車に講習義務化 

ルール違反に講習義務付け 道交法改正試
案 

 警察庁は 14 日、自転車の路側帯通行を道路左

側に限り、悪質なルール違反を繰り返す自転車利

用者に講習を義務付ける道路交通法の改正試案

を公表した。実現すれば、全国の道路約 120 万キ

ロのうち約 100 万キロで自転車の右側通行は禁止

される。また、車やバイクの無免許運転の罰則強

化や免許取得・更新時にてんかんなどの病気申告

を促す制度改革も盛り込んだ。 

  警察庁は今後、国民からの意見（パブリックコメ

ント）を募った上で改正法案をまとめ今国会での成

立を目指す。成立すれば飲酒運転を厳罰化した

07 年以来の大幅改正となる。 

  路側帯は、歩道のない道路の端を線で区切っ

た部分。現在は法律上の規定がなく自転車の双方

向通行が可能なため、正面衝突やすれ違い時の

接触の危険がある。試案は、路側帯を自転車が通

行する場合、「道路の左側部分に限る」と新たに規

定した。右側通行の罰則は 3月以下の懲役か 5万

円以下の罰金。 

  国土交通省によると、歩道のない道路は全国に

約 100万キロ。残る約 20万キロには歩道や自転車

歩行者道があり、今回の規制は対象外とされる。 

  講習の義務付けは、信号無視や酒酔い運転な

どで繰り返し取り締まりを受けた人が対象で、各都

道府県の公安委員会が受講を命じ、従わなけれ

ば罰金刑を科す。免許制度のない自転車に講習

制度を導入するのは初めて。警察庁はルールの

無理解や順法意識の欠如が違反の温床とみてお
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り、講習は▽事故原因についての討議▽被害者

遺族の手記の朗読－－などを想定している。 

  一方、車やバイクについては、無免許運転の罰

則を「１年以下の懲役か 30 万円以下の罰金」から、

「3 年以下の懲役か 50 万円以下の罰金」に引き上

げる。昨年 4 月に京都府亀岡市で通学途中の児

童ら 10 人が死傷した事故のように、無免許運転は

重大事故を招く傾向があり厳罰化を図った。 

  無免許運転すると認識しながら車を提供した人

にも罰則を導入。運転者と同等の悪質性があると

して「3 年以下の懲役か 50 万円以下の罰金」を科

す。無免許を知りながら運転を依頼した同乗者は

「2 年以下の懲役か 30 万円以下の罰金」とする。 

  また、統合失調症やてんかんなど運転に影響

する恐れのある病気を持つ人を免許の取得・更新

時に把握する仕組みを拡充する。書面の質問に

答える形で症状の自己申告を求め、虚偽申告に

は「１年以下の懲役か 30 万円以下の罰金」を科す。

医師が「安全運転に支障を及ぼす恐れがある」と

判断した患者については、診療情報を公安委員

会に提供できる制度も設ける。 

◇道交法改正試案の骨子 

・ 悪質な違反を繰り返す自転車運転者に講習を

義務付け、従わない場合の罰則を検討 

・ 路側帯は双方向から左側通行に 

・ 無免許運転の罰則を「3 年以下の懲役または

50 万円以下の罰金」に引き上げ 

・ 無免許運転者に車を提供した者に「3 年以下

の懲役または 50 万円以下の罰金」の罰則を

導入 

・ 運転免許取得・更新時に持病の症状を虚偽申

告した場合の罰則を導入 

・ 運転に影響を及ぼす症状のある患者の情報

を医師が任意で届け出る制度の創設 

 

SFTS ウイルス予防・対策 

ＳＦＴＳウイルス:女性が感染、死亡…国内
初、ダニが媒介 

 厚生労働省は 30 日、ダニが媒介する新種の感

染症「重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）」で、

山口県内の成人女性が死亡したと発表した。原因

となるＳＦＴＳウイルスは１１年に特定されたばかりで、

国内で感染により患者が死亡したと確認されたの

は初めて。 

厚労省によると、ＳＦＴＳは 09 年ごろに中国で発 

生が報告され、致死率は 12％程度と推定される。

死亡した患者は、野山に生息するマダニの一種に

かまれて感染したとみられる。今のところ有効な治

療薬やワクチンはない。 

 山口県の患者は、昨年秋に発熱や下痢などの症

状が出て白血球や血小板の数が低下し、約１週間

後に死亡した。国立感染症研究所（東京都）で患

者の血液を調べたところ、ＳＦＴＳウイルスが見つか

った。患者には最近の海外渡航歴がなく、持病な

どもなかった。国内でダニにかまれ、感染したとみ

られる。厚労省は 30 日、類似の患者を診察した場

合の情報提供を、各都道府県に要請した。 

 患者から見つかったＳＦＴＳウイルスの遺伝子を

調べたところ、中国で見つかったウイルスとは塩基

配列がわずかに異なっていた。厚労省は元々、日

本にもこのウイルスが存在していた可能性が高いと

みている。 

 厚労省は「この一例だけで、野山に入ることのリス

クが高くなったということではない。また、人から人

へうつることはほとんどないため、今後、急激に患

者が増える可能性は小さい。ダニが媒介するウイ

ルスは他にもあり、ダニにかまれて発熱などの症状

が出た場合は、すぐに受診してほしい」と話してい

る。【久野華代】 

◇イエダニとは別種 中国で 170 例以上
発症 

 国内で初めて、患者の死亡が確認された「重症

熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）」。病気の特徴や

予防方法などをまとめた。 

Ｑどんな病気か。 

 Ａ 感染すると、６日〜２週間の潜伏期間を経て、

発熱や嘔吐（おうと）、腹痛、下痢、下血などの症

状が表れる。また、血液中の白血球や血小板の数

が減少し、全身状態が悪化する。中国ではこれま

でに７省で約 170 例以上の発症が確認されている。

０９年に報告された当初は致死率が３０％とされた

が、その後に発症例が多数報告されて現在は１

２％程度とされている。 

Ｑ感染経路は。 

 Ａ 中国では、ダニにかまれて感染した患者が大

半だが、患者の血液や体液に家族が触れて感染

したケースもある。インフルエンザウイルスなどのよ

うな飛沫（ひまつ）感染のおそれはない。 

Ｑ媒介するのはどんなダニか。 

Ａ フタトゲチマダニなどマダニの一種。マダニは 

体長 2〜10 ミリで日本でも自然が豊かな所にいる。 
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家の中にいるイエダニとは別種だ。 

Ｑ治療方法は。 

 Ａ 血圧の管理などの対症療法しかない。中国

では抗ウイルス薬を投与した例があるが、効果は

不明という。 

Ｑ予防法は。 

 Ａ 通常のマダニ対策と同様に、肌が露出しない

服を着て、屋外でかまれないようにすることが重要

だ。 

 

マダニが媒介するＳＦＴＳウイルス
＝国立感染症研究所提供 

 

 

 

中国からの報告でＳＦＴＳウイルス
が見つかったマダニの一種のフタト
ゲチマダニ。日本にも青森県以南
に生息することが確認されている＝
国立感染症研究所提供 

 

続 お得！office アップグレード 

待っても届かない案内メール 

事前のアナウンスによれば、無償アップグレード 

プログラムが２月７日からは可能のはずなのに、案

内メールが送られて来ない。 

オフィス サポートに幾度も有線をしたが、毎回、

同じ返答で、「アクセスが集中して、現在、制限中

ですので、もう少しお待ちください」ばかりで要領を

得ない。 

事前に、友人からインストールが可能なサイトを

教えて貰っていたので、早速インストールを試みま

した。 

 

しかし、必要なパッケージ版のダウンロードは不

可能な状態。プレインストール版でのインストール

しか出来ない状態なので、サポートにその旨を伝

えると「プレインストール版もパッケージ版も行き着

く所が同じ所なので OK ですよ」との返答を貰い、

早速インストールを試み、何の問題もなくインストー

ルが完了しました。 

ライセンス認証も無事に完了しました。 

 

後日、Microsoft Office から「新しい Office 発

売のお知らせ (5/31 までにダウンロードしてくださ

い)」との案内メールが届いたのが 2 月 8 日でした。 

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

From:  Microsoft Office    

Date sent 02/08/2013 02:02:09 pm    

Subject: 新しい Office 発売のお知らせ (5/31 ま

でにダウンロードしてください)    

新しい Office 発売のお知らせ (5/31 までにダウ

ンロードしてください)   

この電子メールが表示できない場合はこちらをクリ

ック:  Web ページで表示する。   

新しい Office を今すぐお試しください  

次期 Office 無償アップグレード プログラムにご

登録いただいたお客様に、新しい Office の提供

開 始 を お 知 ら せ い た し ま す 。 今 す ぐ 

Office.com/offer にアクセスし、プログラム参加資

格をご確認の上、"無料" の Office をダウンロー

ドしてください。ダウンロード可能な期間は限定さ

れており、2013 年 5 月 31 日までとなりますので¹ 今

すぐ新しい Office をダウンロードしてください。   

  
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

 

SkyDrive について  

SkyDriveアプリを使うと、SkｙDrive.co m 
に保存したファイルを表示したり参照した
りできます。 

Windows 7、 Windows Vista、 Mac OS X Lion 
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コンピューターなど、お使いのコンピューター間で

自動的にファイルを同期する場合は、コンピュータ

ーに無料のデスクトップ アプリ* をインストールし

てください。 ほぼどこからでも自分の写真やファイ

ルにアクセスして保管し、簡単に共有することがで

きます。 また、外出先では SkyDrive モバイル 

アプリで SkyDrive をお試しいただけます。 

どこからでも閲覧、編集  

SkyDrive の中にある写真、ファイル、フォルダ

ーは、外出先でも閲覧したり他の人と共有したりす

ることができます。 
たとえば、写真を SkyDrive に保存しておけば、

その写真はいつでもあなたの手が届く所にあるの

です。SkyDrive アプリを PC、モバイル、またはタ

ブレット PC で使用するだけで、見たい写真を好

きな場所で簡単に引き出せます。 

しかも、写真だけではありません。食事をしなが

ら報告書の下書きを同僚に見せたり、クライアント

に PowerPoint のスライドを数枚見せなければな

らない場合も問題ありません。SkyDrive に保存し

たファイルは、iPad、ノート PC、モバイルからすぐ

に閲覧できます。 

 

SkyDrive は、Microsoft アカウント（旧 Windows 

Live アカウント）ユーザーが無料で利用できるクラ

ウドストレージサービス。Windows 8 ではタイルイン

タフェースでシームレスに利用できる。Windows 

Phone はもちろん、iOS と Android アプリも提供して

いる。 

 

Windows 8 での画面。 

iPad mini で使ってみる。 

 

 

台湾製 SIM フリー版使っているので、キャリアは NTT 
DOCOMO を使用、通信費は月、無制限で４９０円で済ん
でいます。 

 

 

画面はこの様になります。 

SkyDrive とは何ですか?   

SkyDrive とは、クラウド ストレージにファイルを

アップロードし、その後、Web ブラウザー、PC、

Mac、またはデバイスからアクセスできるようにする

サービスで、手動による同期やケーブル接続が不

要です。SkyDrive ストレージを使うと、大事なドキ

ュメント、メモ、写真、ビデオにいつでもアクセスで

き ま す 。 Web ブ ラ ウ ザ ー に ロ グ イ ン し 、 

skydrive.com にサインインすると、表示や編集を

行うことができます。   

表示 非表示 Office が SkyDrive にドキュメント
を保存するのはなぜですか?   

SkyDrive にドキュメントを保存しておくと、事実

上どこからでも複数のデバイス上でそれらに簡単

にアクセスし編集することができます。  

表示 非表示 SkyDrive に保存されたドキュメント
をオフラインで利用することもできますか?   

はい。ほとんどの PC や Mac では、Office で

ドキュメントを保存すると、既定のオプションではコ

ンピューター上のローカル SkyDrive フォルダー

に保存され、オンラインの SkyDrive に自動的に

同期されます。インターネットに接続されていない

場合でも、いつでもコンピューター上のローカル 

SkyDrive フォルダー内のドキュメントにアクセスで

きます。  

表示 非表示 ユーザーは SkyDrive のストレージ
をどれぐらい使用できますか?   

SkyDrive の全ユーザーは、無料で SkyDrive 

のストレージを 7 GB ご利用いただけます。必要

に応じて、追加でストレージをご購入いただけます。 

 

 


