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八重洲無線 新発売 

＜SM-5000 をオプションにした新パッ

ケージ＞八重洲無線、「FTDX5000MP 

Limited」を新発表 

八重洲無線株式会社は、HF/50MHz 帯オールモ

ード固定機として人気の「FTDX5000MP」の新パッケ

ージとして、4 月上旬から「FTDX5000MP Limited」

を発売することを販売店向けに告知した。同製品

は FTDX500MP（税抜き 680,000 円）の無線機本体

の仕様は変更せず、同梱されていたステーション

モニター「SM-5000」をオプション設定にすることで

購入しやすい価格を実現したもの。価格は税抜き

で 650,000 円となる。 

 
FTDX5000MP に同梱のステーションモニターSM-

5000 をのぞいた（オプション対応）新パッケージ

FTDX5000MP Limited が登場します。   

・品名 FTDX5000MP Limited 

・同梱品 MH-31B8/FH-2 

・仕 様 (FTDX500MP と同様） 

送信出力 200W 

高精度±0.05ppm OCXO 内蔵 

300Hz クリスタルルーフィングフィルタ 内蔵 

600Hz クリスタルルーフィングフィルタ 内蔵 

3kHz クリスタルルーフィングフィルタ 内蔵   

・販売開始日 平成 26 年４月上旬予定 

・製品コード AH036H511 

・標準価格￥650,000(税抜) 

※表示価格は税抜きです。消費税率 8％が別途課

税されます。 

※新パッケージの識別について 個装箱の上面と側

面の 2 箇所に、ロゴ表記されています 

 

生産終了品（アイコム） 

アイコム、144/430MHz 帯モービル機

「IC-208/D」と、1200MHz 帯D-STAR

機「ID-1」を生産終了へ 

岐阜県岐阜市のアマチュア無線ショップ「CQ オ

ーム」のトピックスページによると、アイコム株式会

社は 144/430MHz 帯 FM モービル機「IC-208」「IC-

208D」と、1200MHz 帯 D-STAR 機「ID-1」の生産を終

了することになった。後継機種の予定はないという。 

 IC-208 は 2003 年 3 月、ID-1 は 2004 年 8 月に

発売が開始されたロングセラーモデル。CQ オーム

のトピックスページにによると、20W タイプの IC-208

は 2014 年 5 月、ハイパワー版の IC-208D は同 4

月が最終生産になる予定という。ID-1 も含め、今

後入手するには流通している市場在庫のみとなっ

てしまう。 

 また ID-1 が生産終了した場合「1200MHz 帯モー

ビル機」の現行商品は事実上消滅、大手メーカー

で 1200MHz 帯が運用できる機種は、アルインコの

DJ-G7（ハンディ機）、アイコムの IC-9100/M（固定

機 、 オ プ シ ョ ン 対 応 ） 、 JVC ケ ン ウ ッ ド の TS-

2000SX/VX（固定機）が残るのみとなる。 

 
 

アマチュア無線局数を公表 

総務省が2014 年2 月末のアマチュア無

線局数を公表、43 万6,350 局となり前

月比で31 局増加へ 

 アマチュア無線局数は 1995 年にピーク（136 万

4,316 局）を迎え、その後は減少が続いていたが、

2013 年の 4 月期と 5 月期に 2 か月連続で増加。
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その後は増減を繰り返していたが、2014 年 1 月期

から 2 期連続で増加傾向が見られる。 

 
 

海外サーバーなら非課税？ 

４月１日の消費税率引き上げで、電子書

籍を販売する書店によって価格差か生じ

ることになりそうだ。 

 米アマソンードットーコムや、楽天のカナダ子会

社「コボ」などは、海外に設置したサーバーからデ

ータを提供するため、今も消費税がかからない。課

税対象が国内の取引となっているためで、4月 1日

以降も価格は同じだ。 

 国内勢は対応が分かれることになる。 

 凸版印刷などか出資する「ブックライブ」や、

KADOKAWA の子会社「ブックウォーカー」など国内の

電子書店では、4 月１日の購入分から消費税率か

８％に引き上げられる。 

 一方、課税対象にならない書店に対抗するため、

コミック中心の電子書店を展開するイーブックィニ

シアティブジャパン（東京）は、4 月から。一部商品

で税抜き価格を引き下げてアマゾンやコボと同じ

価格になるようにする。 

書店によって価格差が開くことに対しては、「不 

公平だ」（国内の電子書店）との声か多い。財務 

省は、消費税率を 10％に引き上げる時までに、海

外から日本に書籍などのデータを発信する場合も

課税する仕組みを導入する方向で検討している。  

財務省、海外ネット配信にも消費税課税へ 

 4 日、財務省は海外からインターネットを通じて国

内に配信される音楽や電子書籍などに関して、

2015 年 3 月に消費税法の改正を行い、なるべく早

期に課税を開始する方針を明らかにした。税務省

は同日に開かれた政府税制調査会の会合にて、

その素案を示した。 

インターネットを通じて国内に配信される音楽や

電子書籍などに関しては、現在消費税の課税対

象外となっているが、15 年度税制改正大綱に課税

対象とすることを盛り込み、それにより国内と海外

の事業者間の競争環境を整え、公平な競争が行

えるようにする。実施に関しては 15 年度中を目指

す。 

4 日に開かれた政府税制調査会の会合で、財

務省がその素案を示した。国内の個人に向けてイ

ンターネットを通じて音楽や電子書籍などの「電子

コンテンツ」を配信している海外企業に対して、日

本国内において「納税管理人」と呼ばれる税金支

払い代行者の設置を義務付けることで、税金を徴

収する制度を導入するとしている。 

また広告配信などの事業者向けの配信に関して

は、海外事業者が国内の事業者に免税にてサー

ビスの提供を行い、その代わり国内の事業者が申

告納税を行うという仕組みを導入する予定だ。また

事務の負担を軽減するという観点から、ある一定の

事業者に関しては、申告対象から外す規定を設け

る。 

海外にサーバーを置く米アマゾン・コムなどは、

国外の取引として扱われ消費税の課税が行われ

ておらず、4 月に消費税が増税されたこともあって

国内の企業の不満は高まりつつある。日本の消費

税は関税を経由した輸入品に関しては課税が行

われているが、インターネットを通じた配信に関し

ては税関を経由しないため課税することが出来ず、

これまで税の抜け穴とされてきていた。このままで

は消費税分の負担により国内と国外の事業者間に

差が出来てしまうため、財務省はそうした競争環境

を整えることにした。 

財務省は、法制改正後には周知やシステムの

対応などのための時間が必要として、改正したの

ち一定期間をあけてから施行するとしている。 

 

注意したい言葉遣い 

丁寧すぎる言葉に不快感 
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 気配りや手厚いおもてなしは、日本人の得意とす

るところ。しかし、最近、丁寧すぎる言葉遣いや過

剰な敬語表現が気になることがある。過ぎたるは及

ばざるがごとし。より丁寧になっていく言葉の背景

を考えてみた。 

 東京・銀座の飲食店店主（36）が最近、違和感を

覚える言葉遣いがある。「お会計してもらってもい

いですか？」 

 とくに忙しくなくても、そう言われることが増えた。

「ビールのお代わりをもらってもいいですか？」と、

注文する客もいる。「注文の追加は店側にとってう

れしいことなのに、へりくだるような表現をされると、

何だか申し訳ない」と店主は話す。 

 岡山市にあるイートルダム清心女子大学日本語

日本文学科教授の尾崎喜光さんは、昨年 10 月、

同市内の 20～70 代の男女約 80 人に敬語につい

て聞き取り調査をした。友だちに「手伝ってもらって

いい？」という表現を使う人は 40・7％。20、30 歳代

では 55・2％に上った。尾崎さんは、「本来なら『～

してください』と依頼するところを、あえて遠慮がち

に許可を求めるような表現が最近は目立つ。全国

的な傾向のようだ」と話す。 

 都内の会社員（42）が抵抗を感じたのは、仕事相

手からの電話。「○○様の携帯でいらっしゃいます

か？」に、「『私は携帯ではありません』と言いたくな

ります」。迎えの車が来たとき、「車が到着なさいま

した」と言われたこともある。 

よそよそしさ人間関係を象徴 

 丁寧すぎる言葉遣いは、接客サービスの現場で

顕著だ。 

弁当を買うと「箸をおつけしてもよろしかったでしょ

うか」、記名が必要なときに「お名前様を頂戴しても

よろしいでしょうか」といった例だ。  

しかし、なぜ、必要以上に丁寧な言葉を使うの

か。  

ネットの影響を指摘するのは、企業のコミュニケ

ーション活動などに詳しい東京電機大教授の世良

耕一さん。「最近は、企業や店だけでなく、個人の

ことも、すぐにネットに書き込まれてしまう。言葉遣

いにも必要以上に気を使うようになってきた」と話

す。 

 東京外大名誉教授の井上史雄さん（社会言語学）

は、「よそよそしい丁寧語は、他人の領域に踏み入

れないようにする現代社会の人間関係を象徴して

いる」と話す。断定的な口調はせずに、曖昧でぼ

かした表現を好むのが現在の言葉遣いの特徴。井

上さんによると、言葉には「敬意低減」という法則が

ある。言葉は使っているうちに、敬意が少なくなると

感じられ、より丁寧な言い方に変わる傾向がある。 

 接客での言葉遣いを見直す動きも広がっている。

ホテル椿山荘東京などを運営する藤田観光は、従

業員教育で「正しい日本語を美しく話す運動」を実

施。「ご注文のポークソテーになります」 （正解は

ポークソテーでございます）など、具体例をあげて

指導。ファミリーレストラン「カスト」などを運営する

「すか 

いらーく」も昨年９月から、接客の敬語などを学ぶ

研修を行っている。 

 奈良大学国文学科教授の真田信治さんは、「丁

寧すぎたり、間違った敬語を使ったりすることで、

相手に不快感を与えてしまったらもったいない。相

手や状況に応じた敬語の使い方を身につけたい」

と話している。 

ウチとソト逆転に注意 

 新年度が始まり、敬語の使い方に戸惑っている

新社会人も少なくないだろう。ビジネスの場で気を

付けたいポイントを専門家に聞いた。 

 「敬語の間違いでとくに多いのが、『ウチとソトの逆

転』。外部の人に対しては、身内を低めて相手を

立てるのが敬語の基本だが、自分の上司の言動

に尊敬語を使ってしまうミスが目立つ。通信教育の

ＮＨＫ学園で敬語講座の講師をする山岸弘子さん

は、そう話す。  

例えば、「ただいま部長が参ります」と伝えるとこ

ろを、 「部長がいらっしゃいます」と言ってしまうケ

ース。他社の人からの要望を、「部長にお伝えしま

す」と言うのも間違い。正解は、「部長に申し伝えま

す」。  

また、「○○は、お休みをいただいております」も

不適切な表現。休みを与えた自社の上司を高めて

しまうことになるからだ。「○○は休んでおります」が

正しい。 

相手に許可を得るときなどに使う「～させていた

だく」の多用にも注意。使い過ぎると「いんぎん無

礼」に感じる人もいるからだ。「○○会社に勤務さ

せていただいております」は「勤務しています」、 

「○○大学を卒業させていただきました」は「卒業し

ました」でいい。  

一つの言葉を二重に敬語化にも気を付けたい。

例えば、「お客さまがおいでになられました」 「書

類をご覧になられましたか」など。「おいでになる」 

「ご覧になる」という尊敬語に、「れる」という尊敬の

助動詞は付けない。「一つの動詞には、敬語は一

つというのが原則。二重に使っても、敬意が高まる

わけではない。かえってまどろっこしく聞こえるので

注意したい」と山岸さん。 

 また、部下が上司に対し、「了解しました」と言う

のは不適切。正しくは、「承知しました」。 



 2014 年 05 月 01 日 発行 第 11 号   通刊 332 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page４ 

 敬語に関する著書の多い奥羽大学講師の唐沢

明さん（文章表現学）は「敬語は、家庭や学校など

の日常生活の中で自然と身につけるべきもの」と指

摘する。しかし、最近は、社会に出るまで敬語を耳

にすることが少ないこともあり、意識して習得をしよ

うとしないと覚えられないという。 

「敬語の学習は、外国語の学習に似ている。ま

ずは敬語の正しい用例を覚え、実際に口に出して

使ってみる。状況に応じて正しく敬語を使うために

は、場数を踏むのが一番だ」と唐沢さんは話してい

る。 

間違えやすい敬語表現の例 
誤 正 

ご拝読しました 拝読いたしました 

担当は正午にお戻り

になります 

担当は正午に戻って

まいります 

受付でうかがってく

ださい 

受付でお開きくださ

い 

感動させていただき

ました 

感動いたしました 

2000 円からお預かり

します 

2000 円をお預かりい

たします 

こちらコーヒーにな

ります 

コーヒをお持ちいた

しました 

○○さんはお帰りに

なられました 

○○さんはお帰りに

なりました 

 

尊敬語と謙譲語の言い換え 
 尊敬語 謙譲語 

会う お会いになる お目にかかる 

言う おっしゃる 申し上げる 

行く いらっしゃる うかがう、まいる

食べる 召し上がる いただく 

見る ご覧になる 拝見する 

 

PM2.5 情報提供 

「注意」や濃度予想見やすく 

 大気汚染の原因として中止されるようになった微

小粒子状物質（PM2.5※）への警戒がまだ必要だ。

5 月頃までは大陸から日本列島に向けた偏西風が

吹きやすく、濃度が高くなる可能性があるため。呼

吸器など健康への影響が懸念されるとして、各都

道府県が「注意喚起」を出すこともある。昨年この

喚起の目安値を設定した環境省や、日本気象協

会（東京）ではよりわかりやすい情報］提供に乗り出

している。  

国内では 1960 年代の高度成長期以降ヽ大気汚

染が問題になり、PM2.5 も漂っていたとみられるが、

環境庁（当時）が調査を始めたのは 99 年。健康保

護のため維持が望ましい水準として、米国では 97

年に PM2.5の環境基準値が設定されたが、日本は

2009 年になってからだった。 

 その翌年から、全国的な監視体制を整えるため、

都道府県や政令市などが測定局を設置して、濃度

を測定。測定局の数は今年 3 月末で約 800 か所と

なっている。  

 同省によると、国内の PM2.5 濃度を年間の平均

値でみると、年々下がっている。方で、近年は主に

中国からの越境汚染の影響が深刻で、短期間、集

中的に濃度が高まることがある。このため、同省は

昨年 2月、都道府県が住民に不急の外出を控える

よう呼びかけるなど、「注意喚起」する基準値を暫

定的に設定。一日平均１立方㍍当たり 70 ㍃・㌘と

した。  

 今年 2 月 26 日には大阪府や兵庫、香川、福井

各県などが初めて注意喚起を発令。しかし、各府

県の発令状況をひと目で把握することができない

など、情報提供のわかりにくさを指摘する声があっ

た。 

 同省は 3 月中旬、各地の測定局の濃度を公表し

ているサイト「そらまめ君」 （http//:sor amame. 

taiki.go.jp）で、どこで注意喚起が出されている

か、全国の状況を一元的に確認できるよう改善し

た。 

 濃度の予測をわかりやすく情報提供する動きも

みられる。日本気象協会は 3 月 24 日からサイト

（PM2・5 予測情報）上で、これまでの地方別の予測

分布図に加えて、都道府県別に、半日後まで 3 時

間ごとの予測を「きわめて多い」から「少ない」の 5

段階で顔のイラストを使って表示するようにした。 

 担当者は「ビジュアル的にもわかりやすくした。日

常生活に役立ててほしい」と話している。 

各国が定める PM2.5 の環境基準 

 

 

 

 

 

 

 

 日平均 年平均 

日本 35 15 

米国 35 12 

EU - 25 

中国 75 35 


