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経済

緩和「出口」重い教訓　日銀、03年決定会...

公共工事の「労務単価」、２月から7.1％...

特区諮問会議、運営基本方針を了承　数値目...

電力など48社、広域運用機関の準備組合

新規国債発行、17年度に増加　財務省試算

経団連次期会長、今春の労使交渉「賃上げ進...

ＵＡゼンセン、賃上げ統一要求決定

企業

福島第１の汚染水対策、ストロンチウム吸着...

日清「ラ王」16％値下げ　消費増税にらみ...

国内新車販売、14年9.8％減の485万...

東洋紡社長に楢原氏昇格を発表

キリンビバレッジ社長に佐藤氏、キリンビー...

豊田合成、独企業から自動車部品事業取得へ

ＧＳユアサ、タイに蓄電池の開発拠点

国際

バングラデシュ、武器密輸で14人に死刑判決

張成沢氏は「銃殺」　北朝鮮駐英大使

米ＧＤＰ3.2％増　10～12月、個人消...

台湾、ＴＰＰで米に協力要請

ロシア、自爆犯２人を特定　ソチ五輪妨害で...

シューマッハー氏、意識回復の治療開始へ　...

政治

自公、国民投票法改正案で野党と協議へ　２...

特区諮問会議、運営基本方針を了承　数値目...

維新、補正予算案に反対の方針

衆院予算委、ＮＨＫ会長31日出席へ

ケネディ氏、拉致問題「本当に悲劇」　古屋...

公明代表、集団的自衛権の国会論議「時期尚...

国家公安委員長、直線道路で20キロ超過「取り締まり疑問」

　古屋圭司国家公安委員長は４日の閣議後記者会見で、警察による交通違反の取り締まりに言及

し「歩行者が出てくる危険性のない道路で、制限速度の20キロ超過を取り締まるのは疑問」という

趣旨の発言をした。

　古屋委員長は「取り締まりのための取り締まりになってしまっている傾向がある」と指摘。「片側２

車線で真っすぐの道、歩行者が出てくる危険性もない（道で）、制限速度が時速50キロ。流れに逆ら

わなければ70キロぐらい出る」と持論を展開し、「（20キロ超過での取り締まりは）ちょっとどうかなと

いつも疑問に思っていた」と述べた。

　地元の支援者から、取り締まりのあり方に対する不満の声が上がっているとしたうえで「事故が本

当に起きる地点で取り締まりをやっているのか。違反した側も納得できるような取り締まりが必要

だ」と強調。

　３日の全国の警察本部長らを集めた会議で、取り締まりの実態調査をするよう求めたことを明ら

かにした。

　道交法は、一般道で時速20キロ以上25キロ未満の速度を超過した場合、違反点数は２点、反則

金は普通車であれば１万５千円と定めている。

古屋圭司

悪質ドライバー、尾行して摘発　京都府警が捜査チーム （2013/3/2 10:22）

悪質自転車もう許さない…　厳罰化へ動く （2013/3/31 23:51） 

ドリフト族、姿消す？ コンビニ営業短縮で　愛知 （2013/1/7 12:29） 

速度超過の同僚見逃した疑い　静岡、警部補を書類送検 （2012/12/28 10:41）

【管理職の転職】次の転職で、エグゼクティブを目指す方へ＜ビズリーチ＞

77,000人突破！無料で分かる“あなたの適正年収”【日経キャリアＮＥＴ】

青山学院大学の北川教授と第一三共の中山社長が製薬産業の使命と未来像を語る

「統計学が最強の学問である」の著者に聞く、経営におけるデータ活用法／日立

市場の転換／ITとの融合／環境対応…課題山積の自動車業界に打つ手は？富士通

丸紅が贈る、グランスイート広尾。広尾駅徒歩６分の南麻布四丁目の地に誕生
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主要ジャンル速報

日経平均について（銘柄一覧）主な市場指標

日経平均(円) 15,007.06 -376.85 30日 大引

NYダウ(ドル) 15,738.79 -189.77 29日 16:31

英FTSE100 6,534.51 -9.77 30日 13:48

ドル/円 102.65 - .66 -0.47円高 30日 22:43

ユーロ /円 139.41 - .44 -1.48円高 30日 22:43

長期金利(%) 0.620 -0.015 30日 16:21

NY原油(ドル) 97.36 -0.05 29日 終値

おすすめ情報

体系的な革新手法、なぜ役に立たない

年収1300万期待　「現法社長」を募集

ビジネスパーソンの学びをサポート

７日間で第一印象を変える方法

少人数もパーティーも、個室店を特集

進化しても気取らない、池袋の住み心地

老舗料亭のふぐコースを家庭に直送

断熱性が低い家に動脈硬化のリスク

日経電子版 電子書籍 Bizアカデミー BizGate 住宅 レストラン ようこそ ゲスト様転職 日経BP

トップ 特集 コラム 読者アンケート 紙面連動 社説・春秋 映像 都知事選 ソチ五輪 キーワードや証券コードを入力
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ＮＹタイムズ記者、中国退去に　記者用ビザ... 岸田外相、ロシア外相と会談へ

株・金融

ロンドン株10時　続落、ディアジオが安い

ロンドン外為９時半　円は102円台前半　...

ロンドン株、続落して始まる

商品先物概況・30日

外為17時 円、３日ぶり反発し102円台...

アジア株16時　ほぼ全面安　米緩和縮小...

ドバイ原油・30日午後、反落

スポーツ

リベロの佐野、デンソー入り　バレー女子の...

シューマッハー氏、意識回復の治療開始へ　...

萩野「積極的に行く」　競泳の国別対抗、3...

山形中央高の一戸、少年男子１万メートル優...

ヤクルトのバレンティン、チームとともに沖...

ヤ軍移籍の田中「オフにいい報告を」　最後...

相撲協会が公益法人の登記　89年ぶりに衣...

社会

東北六魂祭、山形市で開催　５月24・25日

両陛下のお体、おおむね健やか　宮内庁が定...

福島第１の汚染水対策、ストロンチウム吸着...

埼玉の医師会に排除命令へ　予防接種カルテ...

徳洲会事件、31日にスターン被告初公判　...

野崎真一氏が死去　作曲家

大江麻理子アナ、テレビ東京「ＷＢＳ」キャ...

新製品

ミント味「フリスク」ガム　クラシエフーズ

友達と回覧楽しむふせん　バンダイ

ほうれい線の定着を防ぐ美容液

毎秒８コマの高速連写　富士フイルム

ゆず風味のパスタソース　日本製粉

息の清浄感長持ち　森下仁丹

国内最高水準の断熱性の窓　ＹＫＫＡＰ

おくやみ一覧はこちら 人事一覧はこちら

新着

最強の学問 統計学を経営に活かせ！

「負けにくい投資」でNISAを最大限活用

窓あるところにドラマあり、網走監獄では…

ビジネス

電力ピーク対策の切り札となるか“・・冷房”

リースの審査時間、何分までなら待てる？

ＲＯＥが高い企業に共通する３つの特徴

暮らし

土地もないのに、いきなり新築アパート経営？

消費増税前の３月までに入居可能な戸建て物件

金購入、積立に加えて「スポット」もありだ

ゆとり

そろそろ似合う頃だろう、イタリアンレザーが

カロリーも塩分も野菜不足もケアできるのか！

４月までに即入居できる人気物件を紹介

地域

北海道 札幌への観光客が最多　昨年４～９月、東南アから増加 （21:12）

東北 秋田、全25市町村で転出超　13年の人口移動 （21:20）

関東・甲信越 「海なし県」長野、養殖魚介類をブランド化　大型イワナ開発 （6:00） 

東京 郵政博物館、スカイツリータウンで３月開業　郵便の歴史体感 （6:00）

東海・北陸 バロー、生鮮専門会社設立へ　田代社長「３年で組織改革」 （6:00） 

近畿 近畿の自治体、工業団地造成に熱気　環境・新エネ、集積狙う （6:00） 

中国 バイタルリード、中小タクシー向け通信システム　スマホ利用 （6:00） 

四国 アイヴエモーション、折り畳み自転車の輸出拡大　東南ア狙う （6:00） 

九州・沖縄 居酒屋チェーンのタケノ、養鶏事業に本格参入　高級卵を生産 （6:00） 

沖縄のタワーマンションで、都会生活とリゾート暮らしを両立／【住宅サーチ】

港区南麻布×広尾駅徒歩６分、丸紅が贈る、グランスイート広尾

CSR活動に貢献!空調改革で、コスト15〜20%ダウン実現!その秘訣とは? 大阪ガス

[PR] トレンドウォッチ 一覧はこちら

@nikkeiをフォ
ロー

アカウント一覧

日経産業新聞 日経MJ（流通新聞）

「すぐわかる中国防空識別圏」「大学ニュース」発売中

日経スマートシティコンソーシアム

いまさら聞けない…ＥＭＳ、スマートグ

リッドって何？

電子版の最新情報はこちら

活用ガイドブック公開中

モバイルやメール等で電子版を、より快適に!

各種サービスの説明をご覧ください。

TwitterやFacebookでも日経電子版をご活用ください。

日本株、試される「1000円相場」の実力 

ＮＩＳＡ１カ月、高配当銘柄に人気　口座500万
に 

大江麻理子アナ、テレビ東京「ＷＢＳ」キャス
ターに

「女性リーダー、日本の誇り」　万能細胞新発
見

理研の万能細胞、海外から賛辞　「また日本人
が成果」

もっと見る

[PR] 一覧はこちら

新幹線運行のいまここ

時刻表に載らないもうひとつの新幹線。　

安全運行を支える検測技術　日立ハイテ

ク

【特集：毎日新聞社事例】

スポーツニッポン新聞社との販売管理で

業界初のシステム統合 提供 東芝

高田製薬の挑戦

ジェネリック開発の独創性生む社内体

制。創意工夫で良い製剤づくりに励む研

究開発企業

医療保険特集[Q&A]

Ｑ.死亡保障に付いている「リビングニー

ズ特約」とはどのような保障ですか？

日経ヴェリタス [購読者限定サイト]

日経のイベント・セミナー

アクセスランキング （1/30 22:00 更新）

スマートシティ特集：持続可能な都市づくりの最前線

webCG：クルマ好きのための専門ウェブマガジン
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