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無線局免許申請書の様式が変更に 

改正後も当分の間、現行様式の申請

書を利用できます 

 平成 30 年 10 月 4 日付けの官報で、電波法施行規

則、無線局免許手続規則等の改正が告示され、平

成 31 年 1 月 1 日付けで施行されます。 

 この改正により、アマチュア無線局を含む無線局の

免許申請書（開局・変更・再免許）が新様式に変更さ

れます。 

 今回の告示では経過措置として「この省令による改

正前の様式又は書式により調製した用紙については、

この省令の施行後においても当分の間、使用するこ

とができる」と明記されており、施行日の平成 31 年 1

月 1 日以降も当分の間、現行の様式の申請書をご利

用いただくことができます。 

 

千円札の記号・番号の色 

８年ぶりに変更 来年３月から 

 

千円札の記号・

番号の色、８年

ぶりに変更 来

年３月から 

 

 

 

 

 

 

 

 財務省は１８日、千円札に印刷されている記号と番

号の色を平成３１年３月１８日発行分から、現在の褐

色から紺色へ変更すると発表した。近く、記号と番号

の１２９億６千万通りの組み合わせを使い切る見通し

となり、同じ色で発行し続けることができなくなるため。 

  

千円札の記号と番号の色が変更されるのは、１６年か

ら発行されている現在の紙幣となってから、２３年以

来８年ぶり２回目となる。発行当初は黒色だったが、２

３年の１回目の変更時に褐色となった。 

 記号と番号は、数字と紛らわしいＩとＯを除くアルフ

ァベットを先頭に１つか２つ置き、次に０００００１～９０

００００までのいずれかの数字を配置、さらに末尾に、

ＩとＯ以外のアルファベットを１つ記している。 

 千円札以外では、一万円札が前回の千円札と同時

に変更され、五千円札が２６年に変えられた。今後の

変更の予定はまだないという。 

 

本物のパスワード記載「脅迫メー

ル」が横行 

受信者のパスワードを示した脅迫メ

ール  

 本物のパスワード（ＰＷ）を記載し、「あなたの恥ず

かしい動画を入手した」などと脅して仮想通貨での支

払いを求める脅迫メールが横行している。交流サイト

最大手の米フェイスブック（ＦＢ）などから大規模に流

出した個人情報やＰＷが使われた可能性もあり、警

察当局やセキュリティー団体は、要求に応じず、ＰＷ

を変更するよう呼びかけている。 

 セキュリティー情報を発信する一般社団法人ＪＰＣＥ

ＲＴコーディネーションセンターなどによると、「仮想通

貨を要求する脅迫メール」は、今夏ごろから複数パタ

ーンの英文が国内で流通し始め、９月からは日本語

でも出現した。コンピューターウイルスを仕掛け乗っ

取った▽ポルノを見ている姿を撮影した▽ばらまかれ

たくなければ、ビットコインを送金しろ－－などと脅す

内容が特徴だ。 

 メール送信者は何らかの方法で本物のＰＷを入手

しており、各種ネットサービスからの流出が疑われると

いう。ＦＢは利用者２９００万人の個人情報が流出した

と今月発表。９月に脅迫メールを受信した、コンピュ

ーターに詳しい横浜市の会社員（４８）は「ＰＷはＦＢ
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用に数字４文字を入れていた。ＦＢからの流出に間違

いない」と話す。 

 ほかにも、大手交流サイトなどからの個人情報流出

が続いており、米グーグルは、「グーグル＋（プラス）」

で最大５０万人の個人情報が流出した可能性がある

と１０月初旬に公表している。 

 国家資格「情報処理安全確保支援士」で、ワイズ情

報技術サービス（大阪府泉大津市）社長の吉岡省吾

さんが相談を受けた受信者も、交流サイト接続用だけ

に使っているＰＷが記載されていたという。「パソコン

本体はウイルス感染していなかったため、交流サイト

からの流出の可能性が高い。個人情報が漏えいする

ことを前提でネットサービスは使う必要がある。同様

の脅迫メールを受信したら、早急なＰＷ変更と、ウイ

ルスチェックが必要」と警告する。 

 

Facebook で何が起きたのか？ 

9 月 25 日、Facebook のエンジニアリングチームが、

約 5000 万のアカウントに影響がある Facebook のセ

キュリティ脆弱性を発見しました。本件について弊社

では極めて重大なことと認識しており、なにが起きた

のか、そして私たちが利用者の皆様のセキュリティ保

護のためどのようなアクションをとっているかにつきご

報告申し上げます。 

まだ調査の初期段階ですが、現時点で明確にわかっ

ていることは、攻撃者が 「View As(特定のユーザー

へのプレビュー)」 の機能（特定の人に対して利用者

のプロフィールがどのように表示されているかを確認

する機能）に関連する Facebook のコードの脆弱性に

目をつけ利用したことです。これにより、攻撃者は

Facebook のアクセストークンの情報を不正に入手し、

それによってアカウントを乗っ取ることもできました。ア

クセストークンは、Facebook にログインし続けるため

のデジタル暗号で、それがあることで利用者はパスワ

ードを毎回入力する必要はなくなります。 

弊社がすでに取っているアクションは以下のとおりで

す。 

第 1 に、すでにこの脆弱性を修復し、捜査当局に報

告しております。 

第 2 に、影響があったと思われる約 5000 万のアカウ

ントのアクセストークンをリセット、予備的措置としてさ

らに約 4000 万のアカウントもリセットいたしました。こ

れにより約 9000 万人の利用者の皆様が Facebook あ

るいはファミリーアプリの利用にあたり再度ログインす

る必要があります。対象の利用者の皆様にはニュー

スフィードの上部に、なにが起きたのかを説明するお

知らせ画面が表示されます。 

第 3 に「View As(特定のユーザーへのプレビュー)」 

の機能は、セキュリティの監査のため、当分の間使え

ないようにします。 

この攻撃は Facebook のコードのいくつかの問題点が

複雑に関連していることに乗じて行われたものです。

動画をアップロードする機能を 2017 年の 7 月に変更、

それが「View As(特定のユーザーへのプレビュー)」の

機能に影響したことに発しています。まだ調査が初期

の段階のため、アカウントの不正使用、または情報の

不正アクセスがあったかはまだわかっておりません。

またこの攻撃の背後に誰がいるのか、どこからなのか

もまだ判明していません。詳細の究明に全力で取り

組むとともに、進捗があり次第ご報告いたします。ま

た、影響するアカウントが増えれば、アクセストークン

をすぐにリセットします。 

利用者の皆様のプライバシーとセキュリティ保護は極

めて重大なことであり、そのため、影響を受けたアカ

ウントの安全を確保し、利用者の皆様に何が起きた

のかをお知らせするという緊急対応をいたしました。

ここに今回の件について心よりお詫び申し上げます。

利用者の皆様のパスワード変更は不要です。ただ、

もしパスワードを忘れてしまった等で Facebook へのロ

グインにお困りの場合はヘルプセンターをご確認くだ

さい。また、利用者の皆様で Facebook へのログアウト

などの予防措置をしたい方は「セキュリティとログイン」

からご確認いただけます。一回のクリックで全ての

Facebook からログアウトできる機能を提供しておりま

す。 

 

毎月 1,000 局以上、6 か月連続で減

り続ける 

総務省が 2018 年 8 月末のアマチュア

局数を公表、前月より 1,376 局少ない

42 万 1,128 局 

2018 年 10 月 10 日、総務省は 2018 年 8 月末のアマ

チュア無線局数を公表した。それによると 2018 年 7

月末のデータから“1,376 局”減少して 42 万 1,128 局

となった。1995 年 3 月末に過去最高の 136 万 4,316

局を記録したピークから増減を繰り返し、6 か月連続

で毎月 1,000 局以上減り続け、減少スピードが再び

加速。ピーク後に最高となった 2016 年 3 月末の 43

万 6,389 局から“ピーク後最低局数”を更新し続けて

いる。一方、一部有効期限の残っている局を除き

2015 年 11 月末で使用期限を迎えた「パーソナル無

線」は、2018 年 8 月末の時点で 1,161 局が免許登録

（2018 年 7 月末時点は 1,208 局が免許登録）してい

る。この間に 47 局が廃局となったと思われる。 

 

来年のＧＷ 異例の１０連休 

子どもへの影響に不安視  

2019 年の 4、5 月のカレンダー。４月３０日から５月

２日の日付は黒色で表記されている  
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 皇太子さまの即位に伴う休日で、来春のゴールデ

ンウィーク（ＧＷ）が 10 連休になる見通しとなった。異

例の長期休暇は、どんな影響があるのか。 

２０１９年の４、５月

のカレンダー。４

月３０日から５月２

日の日付は黒色

で表記されている 

  

 

 

内閣府によると、来年は皇太子さまが即位する５月

１日を祝日とするため、4 月 27 日から 5 月 6 日までの

10 連休となる。10 連休は祝日法が定められた 1948

年以降、最長とみられるという。 

 予想されるのは海外旅行の増加だ。旅行大手各社

からは 12 日、歓迎の声が上がった。 

 「今までＧＷでは出かけにくかった遠方への旅行客

が増えるでしょう」。日本旅行（東京）の広報担当者は、

こう期待感をにじませた。同社ではすでに来年のＧＷ

に出発し、添乗員が同行するヨーロッパツアーを前年

比 1・5 倍に増やして 6 月下旬に発売したが、例年よ

りも速いペースで申し込みがあるという。ＪＴＢ（東京）

にも、来年のＧＷ中に出発する海外旅行の予約が例

年の２倍ほど入っているという。 

 一方、東京駅から新幹線で１時間弱の温泉地、静

岡県熱海市。「熱海後楽園ホテル」の広報担当者は

「例年より休みが増え商機が広がるかもしれないが、

首都圏からは海外をはじめ遠くに出かける人が増え

る可能性がある」と複雑な思いを口にした。 

 福祉系の大学に勤める５０代の教員は学生に、大

型連休を利用したボランティアを勧める。「まとまった

休みは貴重な機会。被災地に入るとか、普段なかな

か行けない周辺の地域に手伝いに行ってみるとか、

何かしら挑戦してみてほしい」 

 「夏休みの４分の１」という長さの大型連休が、子ど

もの心身に影響を与えるのではと不安視する声もあ

る。都内の公立中に勤める３０代の男性教諭は「新学

年になり、ようやく気持ちが乗ってきたかなという頃だ」

として、「長く休むことで精神面や体調面で不安定に

なる子どもが出てこないか心配」と話した。 

 

無線局免許申請書の様式が変更に 

改正後も当分の間、現行様式の申請

書を利用できます 

 平成 30 年 10 月 4 日付けの官報で、電法施行規

則、無線局免許手続規則等の改正が告示され、平

成 31 年 1 月 1 日付けで施行されます。 

 この改正により、アマチュア無線局を含む無線局の

免許申請書（開局・変更・再免許）が新様式に変更さ

れます。 

 今回の告示では経過措置として「この省令による改

正前の様式又は書式により調製した用紙については、

この省令の施行後においても当分の間、使用するこ

とができる」と明記されており、施行日の平成 31 年 1

月 1 日以降も当分の間、現行の様式の申請書をご利

用いただくことができます。 

 

関東、東海、沖縄で発給進む。 

日本における、2018 年 9 月 29 日時点の「アマチュア

無線局のコールサイン発給状況」をまとめた。1 エリア

（関東管内）、2 エリア（東海管内）の各総合通信局と、

6 エリア（沖縄管内）の沖縄総合通信事務所から更新

発表があった。なお、沖縄管内の 6 エリアは JS6 のサ

フィックスファーストレター「T」が終了し、「U」へ割り当

てが移っている。 

各総合通信局で公表している、コールサインの発給

状況は下表の通りだ。 

ところでアマチュア局のプリフィックスの割当ての順番

に触れておこう。まず 1 エリア（関東管内）を例に取っ

てみると、最初は JA1 → JH1 → JR1 → JE1 → JF1 

→ JG1 → JI1 → JJ1 → JK1 → JL1 → JM1 → JN1 

→ JO1 → JP1 → JQ1 → JS1 と一度目の発給が行わ

れた。  

 その後 JE1 からプリフィックスのアルファベット順で

の空きコールサインの再割り当てが行われ、JE1 → 

JF1 → JG1 → JH1 → JI1 → JJ1 → JK1 → JL1 → 

JM1 → JN1 → JO1 → JP1 → JQ1 → JR1 → JS1 と

進んだ。  

 さらにその後、数字の 7 で始まる 7K1 → 7L1 → 

7M1 → 7N1 → 7K2 → 7L2 → 7M2 → 7N2 → 7K3 

→ 7L3 → 7M3 → 7N3 → 7K4 → 7L4 → 7M4 → 

7N4 の発給が行われ、その後に JA1 → JE1 → JF1 

→ JG1 → JH1 →JI1 → JJ1 と 2 度目の再割り当てが

進行している。  

 また 2 エリア（東海管内）と 3 エリア（近畿管内）も、

関東の 1 回目の再割り当てと同様に「JS2（JS3）終了
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後に、JE2（JE3）からプリフィックスのアルファベット順」

で再割り当てが進行している。  

 しかし 6 エリア（九州管内）は、JQ6 までの発給が終

了後（JS6 は沖縄に割り当て）、JA6 から、プリフィック

スのアルファベット順での再割り当てが行われている。 

 

自転車「ながらスマホ」 

自転車「ながらスマホ」で視界 95％

減 歩行者と衝突急増、死亡事故も 

 

携帯

使用

中の

自転

車と歩

行者

の事

故数 

 

 

 スマートフォンを操作しながら自転車を運転する「な

がらスマホ」で歩行者と衝突する事故が急増し、社会

問題化している。昨年は九州の 3 件を含め全国で 45

件発生。スマホが普及し始めた 10 年前に比べ 3 倍

以上に増えた。専門家によると、ながらスマホは視界

が通常の 5％にまで狭まる。福岡県は条例にながらス

マホ禁止を盛り込むなど自治体も対策に乗り出した。 

 警察庁によると、スマホなど携帯電話を操作しなが

らの自転車運転中の事故は、2007 年の 13 件から増

加傾向で、昨年は前年比 19 件増の 45 件となった。 

 

スマホ自転車を疑似体験 

 悲惨な事故も起きた。川崎市では昨年 12 月、スマ

ホと飲み物を持って電動アシスト自転車に乗った女

子大生が歩行者の女性＝当時（77）＝と衝突し、女

性は死亡。重過失致死罪に問われた女子大生に今

年 8 月、有罪判決が下った。 

 愛知工科大の小塚一宏特任教授（交通工学）は

「通常、視界は左右で計約 6 メートルあるがスマホ操

作時は約 30 センチに狭まる。意識もスマホに集中し、

ブレーキ操作が遅れる」と指摘。近年は重量のある電

動自転車や高速で走るロードバイクが人気なため「ぶ

つかった時の衝撃も大きく、危険性が増している。自

分は大丈夫と過信しないで」と訴える。 

 昨年 4 月、自転車のながら運転禁止を明記した条

例を施行した福岡県は、親子向け講習会などで啓発。

京都府は、ながらスマホの危険性の検証結果をホー

ムページで紹介するなど、全国の 15 都道府県が条

例で自転車の安全利用を呼び掛けている。 

見えてたつもり…過信禁物 記者が VR 疑似体験 

 自転車のながらスマホ運転はどれほど危険か－。

携帯電話大手 KDDI が啓発用に開発した仮想現実

（VR）端末を使って記者（24）が疑似体験した。 

 ゴーグル型の VR 端末を着けると、木々が生い茂る

小道が広がった。精巧なコンピューターグラフィックス

（CG）も駆使した仮想空間は現実さながらの光景。右

手はハンドル、左手にスマホを持ち、自転車に乗って

いる設定だ。 

「スマホを見ながら走

行してください」。音

声に従い、自転車の

平均的速度、時速 10

キロで自動走行がス

タート。右手のリモコ

ンを押すとブレーキ

がかかる。スマホに

表示された会員制交

流サイト（SNS）の画

面に数秒おきに届く

メッセージ。視線を落

としながら左カーブを

進んでいく。 

 バスケ歴 14 年、反射神経には自信がある。周囲に

車や歩行者は見当たらず、これなら余裕だ。 

 カーブを曲がったところで歩行者と擦れ違った。50

メートルほど先に車が止まっている。前方を気にしつ

つも、矢継ぎ早に届くメッセージを確認しようとスマホ

画面に目を落としていると、車の陰から歩行者の男性

が。あっと思った瞬間にブレーキをかけたが、遅かっ

た。 

 「ガッシャーン」。男性が驚いた表情で振り向き、衝

撃音が響いた。ピーポーピーポーと救急車のサイレ

ンが耳をつんざく。事故ってしまった。「（男性が現れ

てから）ブレーキをかけるまで 2・9 秒かかりました」と

画面に表示された。 

 反応がこんなに鈍るとは。見えているつもりだったが、

スマホを気にしながらの視野は極端に狭く、男性に

気付くのも遅れた。自分を過信していた。 

 もし、現実だったら－。リモコンを握った手は、じっと

りと汗をかいていた。 

 

VPN でセキュア 

公衆無線 LAN を VPN でセキュアに

利用、ALSI が企業向けセキュリティ 

サービスを販売 

 アルプス システム インテグレーション株式会社（以

下、ALSI）は、米 AnchorFree との協業により、同社の

企業向け Wi-Fi セキュリティサービス「Wi-Fi Security 

for Business」を、10 月 30 日より国内で販売開始する。

価格は、1 ユーザーあたり月額 200 円（税別）。 
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 Wi-Fi Security for Business は、フリーWi-Fi を含め

た公衆無線 LAN をセキュアに利用できるようにする

企業向けサービス。Wi-Fi 利用時にワンタッチするだ

けで、すべての通信を VPN によって暗号化するため、

公衆無線 LAN 環境でもセキュアな通信を行えるよう

になるという。 

 また、25 カ国以上、3000 台以上の VPN サーバー

が提供されており、ワールドワイドで利用可能な点も

特徴。クラウド型 VPN サービスのため、設備の導入や

運用、保守のコストが不要で、安価に導入できるメリッ

トもあるとのことだ。 

 なお、対応 OS は iOS と Android で、Windows 向け

も今後提供される予定。利用にあたっては、端末側

にアプリをインストールする必要がある。 

 

「世界最大の鳥」めぐる論争 

世界一大きな鳥をめぐって 1 世紀以上続いていた論

争にようやく決着がついたようだ。科学者らが 26 日、

研究論文を発表し、謎が解けたことを明らかにした。 

 

 

巨大な飛べない鳥エ

ピオルニス（象鳥）の

エピオルニス・マクシ

ム ス （ Aepyornis 

maximus）は、6000 万

年もの間、マダガスカ

ルのサバンナや熱帯

雨林に生息していた。

約 1000 年前、狩猟に

より絶滅している。 

 

 

 19 世紀、欧州の動物学者らは象鳥に夢中になり、

その骨格や卵の化石を強引に収集し、史上最大の

鳥を特定することに躍起になった。 

 だが、英国王立協会（Royal Society）の科学誌「ロイ

ヤルソサエティー・オープンサイエンス（Royal Society 

Open Science）」に発表された英科学者らの研究論文

によると、象鳥の 1 種はこれまでに考えられていたよ

りもさらに大型で、その標本は推定体重が 860 キロあ

り、成体のキリンに匹敵する大きさだったという。 

 論文の主著者であるロンドン動物学会（Zoological 

Society of London、ZSL）のジェイムズ・ハンスフォード

（James Hansford）氏は AFP の取材に「この種は人を

見下ろすほど大きかった」と述べ、「自らの体重を支

えられないため、絶対に飛ぶことはできなかった」と

続けた。 

 今回の研究でハンスフォード氏は、世界中で発見さ

れた象鳥の骨を調査し、その大きさを機械学習アル

ゴリズムにかけ、動物の想定されるサイズを調べた。 

 これまで史上最大の象鳥とされていたのは、1894

年に英科学者 C・W・アンドリュース（C.W. Andrews）

がエピオルニス・マクシムスより大きい種として記した

エピオルニス・ティタン（Aepyornis titan）だった。 

 だが当時、アンドリュースとライバル関係にあったあ

るフランス人の科学者は、発見されたエピオルニス・

ティタンについて、エピオルニス・マクシムス種の特大

サイズにすぎないとしてその主張を否定。この論争は

その後、数十年にわたって決着がつかないままとな

っていた。 

 今回の研究では、エピオルニス・ティタンが、エピオ

ルニス・マクシムスとは別の動物だったことが分かった

とハンスフォード氏は述べている。それどころか、エピ

オルニス・ティタンの骨は他の象鳥の種と大きく異な

っていることから、実は全く違う属の動物だったことが

判明したという。 

 マダガスカル原住民の言葉マラガシ語で「大きな鳥」

を意味するボロンベ・ティタン（Vorombe titan）は、体

長が平均 3 メートルを超し、体重も平均 650 キロと、こ

れまでに発見された鳥の属としては最大だ。 

 ニュージーランドの絶滅した鳥モアとの近縁種であ

る象鳥は、現在のキウイやエミュー、ダチョウなどの走

鳥類と同じ科に属している。 

 

毒の見分け困難な「雑種フグ」急増 

温暖化で生息域変化 

 

 

毒 の 見 分 け 困 難 な

「雑種フグ」急増、温

暖化で生息域変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

高級食材の代表格であるフグをめぐり、有毒部位が 

不明な「雑種フグ」が増えている。温暖化で生息域 
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が変わったことによる異種交配が要因とみられ、漁獲

地域も変化。種類不明のフグは市場や調理者が排

除しているが、見た目が従来種と酷似したものも見つ

かっている。フグを選別する調理者の資格基準は自

治体で異なっており、鍋シーズンを迎える中、関係者

からは「食中毒などの事故が起きかねない」として国

や自治体に対応を求める声が上がる。 

■温暖化の影響 

 「フグの雑種は以前からいたが、これほど大規模に

出ているのは魚類全体でも異例だ」 

 雑種増加を突き止めた高橋洋・水産大学校准教授

はこう指摘する。 

 高橋准教授が平成２４～２６年に茨城、福島、岩手

の３県の太平洋沖で漁獲された種類不明のフグ２５２

匹のＤＮＡ型を調べたところ、半数以上の１４９匹が雑

種と判明。主に太平洋に生息するショウサイフグと、

日本海に多いゴマフグが掛け合わされたものだった。 

 高橋准教授は「温暖化の影響で海水温が上昇して

ゴマフグが北上し、太平洋側に入り込んだためでは

ないか」と推測する。雑種は見た目がショウサイフグと

ほとんど変わらないものもいたという。 

■市場流通の恐れも 

 この２種はトラフグ属。日本海西部や瀬戸内海、東

シナ海などで獲れる最高級のトラフグほど一般的で

はないが、いずれもフグ料理店で出されることがあり、

インターネット通販でも調理品が売られている。 

 フグは種類によって有毒部位が異なるため、厚生

労働省は自治体向けの通知で、食べられる部位を種

類別に限定。種類不明のフグは有毒部位も不明なた

め、厳重に選別・排除し消費者の口に入らないよう市

場関係者らに求めている。通知で認めた部位以外を

販売、提供した場合、食品衛生法違反として３年以

下の懲役か３００万円（法人は１億円）以下の罰金が

科される。 

 厚労省の担当者は「食べられる種類、部位だと明

確に分かるものでなければ流通させてはならない運

用。雑種が増えても、もともと排除しているので大きな

問題はない」と強調するが、選別・排除は基本的に市

場関係者や調理者らが見た目で行っている。見分け

が難しい雑種が増えれば、市場に流通する恐れも出

てくる。 

 雑種フグ急増の要因とみられる生息域の変化は、

漁獲量にも表れている。 

 水産庁によると、フグの漁獲量は長年、日本海側や

東北が多かったが、近年は北海道が上位に。同庁が

フグ類の統計を取り始めた平成７年は北海道は２７ト

ンだったが、２７年には４５９トンと約１７倍にも増加し、

全国の１割弱を占めた。 

■調理資格「統一を」 

 ここで問題となるのが、フグの調理資格が自治体ご

とに異なる点だ。 

 フグの消費が多い山口県や東京都などでは試験に

合格しなければ調理できないが、北海道では講習を

受ければ可能で、実務経験年数の要件もない。北海

道庁は「漁業関係者から『雑種が増えた』といった声

は届いておらず、特に基準見直しは考えていない」と

している。 

 こうした状況に危機感を抱くのが、市場やフグ料理

店の関係者だ。８月に東京・築地で開かれた「ふぐサ

ミット」で代表を務めた京都市のフグ専門店店主、亀

井一洋（かずひろ）さん（６７）は「都道府県で異なる資

格制度では環境変化に対応できず、事故につながる

恐れがある」と強調。サミット後、調理資格を国家資格

に統一するよう求める要望書を厚労省に提出した。 

 これに対し、厚労省は「まだ雑種の実態確認をして

いる段階」として資格統一は未検討としつつ、「フグ

類の輸出が増える中、フグ調理者と認定する基準を

国で示せるかどうか検討している」としている。 

 奈良県立医大の今村知明教授（公衆衛生学）は「ま

ずは各自治体で最新情報を把握し、対処する必要

がある。国も自治体の参考となる情報を提供した方が

いい」と提言している。 

 

新ＪＡＳマークお披露目 

富士山と太陽のデザイン 

 農林水産省は１９日、新たな日本農林規格（ＪＡＳ）

マークのデザインを決定したと発表した。富士山と日

の丸を連想させる太陽を組み合わせた日本らしいデ

ザイン。３つの案に絞り一般投票を呼びかけた結果、

総投票数１０７６のうち、最多の４７６を得票した。 

 地鶏肉や熟成ハムなど、特色のある規格に対応し

たマークを改めた。吉川貴盛農水相は同日の閣議後

の記者会見で「国内外の消費者にきわだった特色が

あることを訴えることのできるデザインだ」と評価した。 

 円とＪＡＳの文字を組み合わせた一般的なデザイン

と、有機製品の規格である有機ＪＡＳマークは残す。 

 
 

 


