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年度替りについてのお知らせ 

手続きはお済ですか 

当会の会計年度は毎年 7 月初日に始まり翌年の 6 月

末日に終わりますので、各支部事務局は新年度を迎

えるにあたり、以下の各手続きをとられるようお願い致

します。 

①本部会費の納付手続きをお願いします。 

年会費は一局 1600 円になっております。 

振込みは、同封の郵便振替用紙をご利用くださ

い。 

②住所等の変更があった方はご連絡をください。 

住所、常置場所の変更申請の届けをまだ総合通信

局に届けていない方は至急ご連絡ください。 

※変更申請届用紙類のプリントアウトの無料サービス

を行なっています。 

 

全国総会のおしらせ 

開催日が変更になっております。 

 

日 時：8 月 1 日（日曜日） 

午前 10 時にゲート前の駐車場に集合 

会 場：ハーベストの丘 

大阪府堺市鉢ヶ峯寺 2405-1 TEL 072-296-9911 

参加費：大人（中学生以上）一名 三千円 

申込締切日：7 月 20 日（各支部事務局に申込んで

ください） 

参加費には、次の料金が含まれております。 

入園料（大人 1 名）＋食事代（バーベキューハウスで

カルビ・野菜セット・おにぎり・デザートに自家製ソー

セージ付き）＋会員名簿（1 冊） 

ご家族に関しては各自負担でお願いいたします。 

 

中学生以上は入園料 600 円が必要です。 

 食事に関しては、自己負担でお願いします。 

小人（4 歳以上）は入園料 500 円が必要です。 

 食事に関しては、自己負担でお願いします。 

 

各国モールス試験の動向について 

ＣＷ試験の廃止を考えている国のリスト。  

      （五十音順） 

         

アイスランド 

改訂 T/R 61-01（注：以下同）を批准しました。 

アイルランド 

2003 年９月 15 日より、モールス字号の送受信要件を

削除しました。 

改訂 T/R 61-01 を批准しました。 

アメリカ 

ARRL は現在の資格制度の見直しを FCC に要望し

ています。 

これは入門者用の資格を含めた 3 種類の資格制度

で、最上級のエキストラ級にはモールス試験（5wpm）

を残したいとしています。 

イギリス 

2003 年 7 月 26 日、 B 級ライセンス保持者は A 級ラ

イセンス保持者と同等の運用が許可されました。 

改訂T/R 61-01 および改訂T/R 61-02を批准しまし

た。 

エストニア 

改訂 T/R 61-01 を批准しました。 

オーストラリア 

主管庁 ACA は 2003 年１月１日付けでモールス字号

の送受信要件を削除しました。Intermediate 級と

Limited 級は最上級の Unrestricted 級と同じ操作範

囲となり、Novice Limited 級は Novice 級と同じ操作範

囲になりました。この措置によって 5 種類もの資格は

必要なくなったため、2005 年はじめに、これらを２種

類に減らすらとともに、新たに入門者用資格を設けて、

全３種類（すべてモールス試験なし）になる見込みで
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す。 

オーストリア 

2003 年 11 月 26 日付けでモールス字号の送受信要

件を削除しました。 

2004 年２月 25 日付けで改訂 T/R 61-01 を批准しま

した。 

オランダ 

2003 年 9 月 1 日より HF 帯運用のためのモールス字

号の送受信要件を削除しました。 

C 級保持者は A 級保持者と同等となりました。 

改訂 T/R 61-01 を批准していません。（2003 年 12 月

27 日現在） 

クロアチア 

改訂 T/R 61-01 を批准しました。 

シンガポール 

2003 年 9 月 15 日、モールス字号の送受信要件を削

除しました。 

スイス 

モールス字号の送受信要件を削除した最初の国で

す。 

改訂T/R 61-01 および改訂T/R 61-02を批准しまし

た。 

スゥェーデン 

2004 年 4 月 20 日付けでモールス字号の送受信要件

を削除しました。 

スロバキア 

改訂 T/R 61-01 を批准しましたが、HF 帯を運用する

ためのモールス試験は存続しています。 

デンマーク 

2004 年 2 月 1 日付けでモールス字号の送受信要件

を削除しました。 

改訂T/R 61-01 および改訂T/R 61-02を批准しまし

た。 

ドイツ 

ドイツ連邦経済労働省(BMWA)が「HF 帯で運用する

ためのモールス電信の知識はもう要求しない」と発表

しました。 

2003 年８月 15 日より約 33,000 人の第 2 級ライセンス

保持者 （VHF/UHF のみ運用可）が第１級ライセン

ス（HF 運用可）と同等の運用を許可されました。 

改訂T/R 61-01 および改訂T/R 61-02を批准しまし

た。 

トルコ 

モールス字号の送受信要件は維持されています。 

改訂T/R 61-01 および改訂T/R 61-02を批准しまし

た。 

ニュージーランド 

ニュージーランド主管庁は 2004 年 6 月 17 日付けで

モールス字号の送受信要件を削除。それまでの

Limited級はGeneral級とみなされます。コールサイン

の変更はありません。 

ノルウェー 

2003 年 8 月 16 日に開催されたノルウェーの連盟

NRRL の総会で、主管庁がモールス字号の送受信要

件の削除を発表し、即日施行されました。 

2003 年 8 月 18 日で、すべての同国の B 級免許保持

者が次の内容の手紙を受け取りました。 

すべての LC ライセンス保持者（CEPT２級、30 MHz

以上のみ運用可。CW 不可）は最上級の LA ライセン

スに昇格します。新しいコールサインを付与します。

LA ライセンスの出力は HF で１キロワットです。LB ラ

イセンスは LA ライセンスへの変更をお勧めしますが、

LB は変更しなくても、LA と同等の運用を許可します。

LA と LB は CEPT 1 級扱いとなります」 

改訂 T/R 61-01 を批准しました。 

パプアニューギニア 

主管庁 PANGTEL は HF 帯にアクセスするためのモ

ールス字号の送受信要件を削除することを 2003 年

10 月６日に決定しています。 

フィンランド 

2003 年 11 月 1 日よりモールス字号の送受信要件を

削除しました。ノビス級（初心者級）も HF を運用する

ことができるようになりました。 

改訂T/R 61-01 および改訂T/R 61-02を批准しまし

た。 

フランス 

2004 年５月４日よりモールス字号の送受信要件を削

除しました。 

ブルガリア 

改訂 T/R 61-01 を批准しました。 

ベルギー 

2003 年７月 31 日、ベルギーの主管庁 BIPT のウェッ

ブサイトは、B 級ライセンス保持者が、2003 年８月４日

より上級のA級ライセンスを申請できることになった旨

を発表しました。 

改訂 T/R 61-01 を批准しました。 

ポルトガル 

改訂 T/R 61-01 を批准しました。 

香港 

2004 年 2 月 11 日付けでモールス字号の送受信要件

は削除されました。 

南アフリカ 

南アフリカの連盟 SARL が主管庁にモールス字号の

送受信要件の削除を要求しています。 

リトアニア 

改訂 T/R 61-01 を批准しました。 

リヒテンシュタイン 

改訂 T/R 61-01 を批准しました。 

ルクセンブルグ 

2003年９月18日、ルクセンブルグの主管庁は暫定的
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に２級の HF 帯運用を許可しました。   

 

（注）T/R 61-01 および T/R 61-02 について 

ヨーロッパでは CEPT のアマチュア無線に関する２つ

の勧告（T/R 61-01 および T/R 61-02）が 2003 年

10 月と 2004 年２月に改訂され、モールス字号の送受

信要件を削除し、今までの２資格が一本化されまし

た。  

 

IARU の考え方 

IARU も 2003 年９月にオランダ・アムステルダムで開

催された管理理事会でモールス試験の要求は廃止

すべきという基本姿勢をあらためて示しています。   

 

減少を続けるアマ無線局 

平成 16 年 3 月末時点 総無線局数 658,894 

 

 局数 

北海道 52,994 

東北 62,441 

関東 167,629 

信越 31,576 

北陸 18,936 

東海 95,695 

近畿 82,259 

中国 49,600 

四国 30,571 

九州 64,274 

沖縄 2,919 

 

電波法関係審査基準の一部を改正 
 

総務省がアマチュア局の呼出符号にかかる指定

基準に関する意見募集の結果を発表いたしました。 

 

 アマチュア局の呼出符号にかかる指定基準のうち、

特に催事の際など一時的なアマチュア局の呼出符

号について、総務省では平成１６年４月２８日から同５

月２７日まで意見を募集していましたが、このパブリッ

クコメントの結果が発表されました。 

 それによると総務省では、寄せられた意見を踏まえ、

速やかに電波法関係審査基準の一部改正をおこな

う、とのことです。  

 

電波法関係審査基準（平成１３年総務省訓令第６７

号）の一部を改正する訓令 

 

改正案 

別表３ 識別信号の指定基準 

表１ 地方委任局の無線局の識別信号の指定基準  

19 アマチュア局 

(1) ～(3) （略） 

(4)   行事等の開催に伴い、臨時かつ一時の目的

のために運用するアマチュア局及び国際宇宙基地

に開設されたアマチュア局と通信を行うために臨時

に開設するアマチュア局 

 

 下線部は改正部分 

地方局 呼出符号 

北海道 

８Ｊ８又は８Ｎ８の字の次に、１字以上５

字以下のアルファベット又はアルファベ

ットとアラビア数字を組み合せたもの

（ただし、最後の字はアルファベットで

あること。）を付したもの 

関東 

８Ｊ１又は８Ｎ１の字の次に、１字以上５

字以下のアルファベット又はアルファベ

ットとアラビア数字を組み合せたもの

（ただし、最後の字はアルファベットで

あること。）を付したもの 

北陸 

８Ｊ９又は８Ｎ９の字の次に、１字以上５

字以下のアルファベット又はアルファベ

ットとアラビア数字を組み合せたもの

（ただし、最後の字はアルファベットで

あること。） 

近畿 

 ８Ｊ３又は８Ｎ３の字の次に、１字以上５

字以下のアルファベット又はアルファベ

ットとアラビア数字を組み合せたもの

（ただし、最後の字はアルファベットで

あること。） 

四国 

 ８Ｊ５又は８Ｎ５の字の次に、１字以上５

字以下のアルファベット又はアルファベ

ットとアラビア数字を組み合せたもの

（ただし、最後の字はアルファベットで

あること。） 

東北 

 ８Ｊ７又は８Ｎ７の字の次に、１字以上５

字以下のアルファベット又はアルファベ

ットとアラビア数字を組み合せたもの

（ただし、最後の字はアルファベットで

あること。）を付したもの 

信越 

８Ｊφ 又は８Ｎφ の字の次に、１字以上

５字以下のアルファベット又はアルファ

ベットとアラビア数字を組み合せたもの

（ただし、最後の字はアルファベットで

あること。）を付したもの 

東海 

 ８Ｊ２又は８Ｎ２の字の次に、１字以上５

字以下のアルファベット又はアルファベ

ットとアラビア数字を組み合せたもの

（ただし、最後の字はアルファベットで

あること。） 

中国 

８Ｊ４又は８Ｎ４の字の次に、１字以上５

字以下のアルファベット又はアルファベ

ットとアラビア数字を組み合せたもの

（ただし、最後の字はアルファベットで
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あること。） 

九州 

沖縄 

８Ｊ６又は８Ｎ６の字の次に、１字以上５

字以下のアルファベット又はアルファベ

ットとアラビア数字を組み合せたもの

（ただし、最後の字はアルファベットで

あること。） 

 

注１ 

  地方局別の数字の次の文字を３文字とする場合は、

ＡＡＡからＱＱＺまで及びＱＵＡからＺＺＺまでのものに

限り指定する。 

２ 

  当該呼出符号は、行事等にふさわしいものである

こと。 

 

罰金 5万円以下 

運転中に携帯利用で罰金 5 万円、改正道路

交通法が成立 
  

改正道交法の中身 

携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し 

現行では、携帯電話やカーナビの使用が原因で

交通の危険を生じさせた場合のみ罰則の対象となり

ますが、改正案では運転中に携帯電話を手に持って

通話したり、メールの送受信を行っただけで、5 万円

以下の罰金が科せられるようになります。 

なお、ハンズフリー装置を使用しての通話は罰則

対象になりません。 

 

 6 月 3 日、運転中の携帯電話の使用に罰則を設け

た改正道路交通法が成立した。6 月 9 日に交付予定

で、12 月 9 日までに施行される。  

 改正道路交通法では、車やバイクの運転中に携帯

電話を使用した場合、3 カ月以下の懲役か、50,000

円以下の罰金が科せられる。通話だけでなく、メール

やインターネットを確認するといった手にとって携帯

電話の画面を見る行為も処罰の対象となる。ただし、

ハンズフリーキットを利用した通話などは認められて

いる。また、今回の法律では、自転車運転中の携帯

電話の利用については特に明言されていない。6 月

9 日に交付予定で、その後 6 カ月以内に施行される。  

 1990 年代終わりから、運転中の携帯電話の利用が

元で発生した人身事故が多発。これを受けて1999年

11 月には道路交通法の一部が改正され、運転中の

携帯電話の利用が禁止となった。警察庁でも取り締

まりを強化する意向を示してきたが、禁止されている

もののこれまでは罰則規定がなく、事故を起こした場

合に 3 カ月以下の懲役か、50,000 円以下の罰金が

適応されるのみだった。  

 今回の法案成立を受けて、携帯電話キャリアが何

かしら新しいサービスを実施するかどうかについては、

キャリア側はいずれも「今のところはない」としている。

ただし、これまでもキャリア側は、運転中の携帯利用

が禁止となっている旨を注意喚起してきており、

KDDI では今後、封入物やチラシなどで周知を図ると

している。  

 また、キャリアによっては Bluetooth 対応端末も提供

しており、ハンズフリー通話を実現しやすい環境も用

意されている。着信スイッチ付きのイヤホンを利用す

るのも 1 つの方法だろう。ドコモや au の「ドライブモー

ド」を利用したり、電源を切るなどして運転中に携帯

電話を使わないようにする心がけも大切だ。 

 

新紙幣、１１月に登場 

 谷垣禎一財務相は１７日記者会見し、偽造防止技

術を向上させた１万円、５０００円、１０００円の新紙幣

を１１月をめどに発行すると正式発表した。 

 新５０００円札には、明治時代の女流作家、樋口一

葉の肖像画を採用。色調などに手直しを加え、全体

的に明るさが増したという。 

現行の日本銀行券一万円、五千円及び千円につ

いて、偽造抵抗力強化の観点から、下記のように様

式を新たにして新券を製造することとし、所要の準備

に着手。 

１）偽造防止対策 

 「すき入れ」、「凹版」、「マイクロ文字」等の偽造防

止技術を引き続き用いることに加え、二千円券で採

用した「パールインキ」、「潜像模様」を採用するほか、

「ホログラム」、「すき入れバーパターン」等最新の偽

造防止技術を搭載することとする。 

 

2）図柄 

 表（肖像） 裏 

新一万円券 福沢諭吉 鳳凰像(平等院) 

新五千円券 樋口一葉 「燕子花図」(尾形光琳)

新千円券 野口英世 富士山と桜 

3）寸法   

新一万円券 縦 ７６ミリメートル横１６０ミリメートル 

新五千円券 縦 ７６ミリメートル横１５６ミリメートル 

新千円券 縦 ７６ミリメートル横１５０ミリメートル 

 

 


