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再免許申請書類の変更について 

HP に再免許の方法を UP しました。 

資料集（http://yro.cside.tv/deta/deta-data.html）の

なかの、「再免許の方法」を選んでください。 

平成 19 年 5 月 7 日に、無線局免許手続規則が改正

され、平成 19 年８月１日（水）よりアマチュア局の再免

許申請には、これまで必要であった「無線局事項書

及び工事設計書」の添付が不要となり、免許番号、

識別信号（コールサイン）などを記載した「再免許申

請書」のみで申請できることになりました。 

※記入例は、無線局再免許申請書の用紙を二等分

にして掲載しています。 

＜右半分 

 

 

 

左半分＞ 

 

☆☆☆ 記入例の説明 ☆☆☆ 

① 総合通信局名  

免許を受けている総合通信局名（沖縄総合通信事務

所を含む）を記入してください。  

② 申請者欄 

住所：団体の場合は、主たる事務所の所在地を記入

する。 

氏名：氏名を正確に書いてください。団体の場合は、

名称を記入します。 

代表者氏名：団体の場合、代表者の氏名を記入しま

す。 

印：押印してください。但し、氏名を自筆した場合は

押印を省略できます。  

③ 無線局 

http://yro.cside.tv/deta/deta-data.html
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該当する無線局の種別の□に✓印を付し、第 15 条

料は、3,050 円になって

許を受けている無線局の免許

許を受けている無線局のコール

免許を受けている無線局の年

了の期日：現に免許を受けて

希

線局事項書及び工事設計書の内容：該当する場

人の場合は、所属、

入します。 

の２の２第１項又は第２項の規定により一括して申請

する場合は、局数を併せて記載します。  

④ 収入印紙ちよう付欄 

アマチュア局の再免許申請

います。割印は必要ないです。  

⑤ ①から⑦の欄 

①免許の番号：現に免

番号を記入します。 

②識別信号：現に免

サインを記入します。 

③免許の年月日：現に

月日を記入します。 

④免許の有効期間満

いる無線局の有効期間満了日を記入します。  

⑤希望する免許の有効期間：免許の有効期間を

望する場合に限りその期間を記入します。現状の５

年を希望する場合は記入しません。  

⑥備考：移動する送信機の台数を記載します。 

⑦ 

 無

合には、□に✓印を付けます。 

 申請に関する連絡責任者：個

氏名及び電子メールアドレスの記入はいりません。  

⑥ 日付欄 

提出する日を記

 

★電子申請を利用される方にご注意★ 

_10

電子

Java 2 Runtime Environment Version 1.4.2

及びそれ以前のバージョンの脆弱性について 

 政府は、インターネットを使用して電子申請や

手続きなどを可能とする、電子政府の総合窓口

（e-gov）を開設しています。 

 この窓口は、関連各省庁などの電子申請関連サ

イトなどを総合的にリンクしているサイトです

が、政府は e-gov 内の各省庁のサイトの電子申

請・届出システム中で、使用されている「サン・

マイクロシステムズ社の Java 2 Runtime Enviro

nment Version 1.4.2_10」およびそれ以前のバー

ジョンに、セキュリティ上の脆弱性（セキュリテ

ィホール）が公表されたことから、その利用につ

いて注意を呼びかけています。 

e-govの一部である、総務省の「電波利用 

申請・届出システム」についても、Java 2 Runtime 

Environment Version 1.4.2_10 が使用されていま

すが、総務省の発表によれば「公表されているセ

キュリティホールは、電波利用 電子申請・届出

システムを利用するにあたっては問題ありませ

んが、このJava 2 Runtime Environment Version 

1.4.2_10 をインストールしたままの状態で、悪意

のあるサイトにアクセスした際に、セキュリティ

侵害を受ける危険性があるので、電子申請・届出

が 終 了 し た ら Java 2 Runtime Environment 

Version 1.4.2_1 をアンインストールして欲し0

い」としています。 

 また、脆弱性に対して対策された最新バージョ

ンは現在提供のための準備 がおこなわれている

ようです。 

 また、システムの Windows Vista、Internet 

Explorer 7 への対応については、７月 10 日現在

も引き続き「動作確認ができていない。正常動作

しない可能性がある」としています。 

 

 JRE のアンインストール手順について  

．  

ューの[設定]－[コントロールパネ

本システムでは JRE 1.4.2_10 を使用します。他

のバージョンのJREと混在していても本システム

で動作するものもありますが、不要なバージョン

のJREはアンインストールすることをお勧めしま

す。 

 

１

スタートメニ

ル]を選択します。 

 
 

．  

ロールパネル]の[アプリケーションの追

２

[コント

加と削除]をクリックします。 

 

 
 

．  

ケーションの追加と削除]でアンインス

３

[アプリ

トールするJREを選択し[変更／削除]ボタンをク

リックします。 
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．  

アログで[OK]ボタンをクリックすると、

４

確認ダイ

JRE がアンインストールされます。 

 
 

販売 再

アイコム 据え置き型（固定機型）受信機

の

¥176,400 (税込) 

IC-R8500 販売が再開されました。 

  生産終了後も、「欲しい」「欲しい」というお客様

声が多く、また、現在、アイコムさんの据え置き型受

信機は、R9500 がありますが、150 万円を超えるもの

で、個人のお客様向けではありませんので、事実上、

据え置き型はないんですよね。 

 
 

デジ移行後の空き周波数帯 地

携帯電話向けに３割配分 

 総務省の情報通信審議会（総務相の諮問機関）の

波数幅のうち、携

帯電話向けの周波数帯は、電波が遠くに届きや

に

召し列車 

専門分科会は２７日、テレビの地上デジタル放送へ

の完全移行で生じる電波の「空き周波数帯」につい

て、再配分計画を答申した。 

 空きとなる計１３０メガ・ヘルツの周

帯電話向けに最も多い４０メガ・ヘルツ幅を割り当て

る。 

 携

すく、基地局建設の投資負担も減る可能性が高い。

また、画像や動画配信などのサービスがやりやすくな

り、携帯電話の混雑緩和にもつながりそうだ。 

 既存業者に配分するか、新規参入業者に優先的

割り当てるかなど、具体的な割り当て先は未定だ。 

 一方、デジタルラジオなどの「テレビ以外の放送」に

は３２・５メガ・ヘルツ幅が与えられる。ＣＤ並みの音質

のデジタルラジオや、携帯電話やゲーム機、カーナ

ビゲーションなどの携帯端末に画像や音楽を配信す

る「マルチメディア放送」に活用される見通しだ。 

 マルチメディア放送は、テレビ、ラジオに続く「第３の

放送」として期待されており、総務省は７月以降、研

究会を立ち上げて事業者への免許付与などの検討

を始める。すでにＫＤＤＩとソフトバンクは、米クアルコ

ムが開発した携帯電話向け放送方式「メディアフロ

ー」を使った放送サービス開始の検討を始めている。

ＮＴＴドコモやフジテレビジョン、伊藤忠商事など５社

も、携帯端末向け放送の技術開発を始めている。 

 周波数帯の再配分ではこのほか、警察無線や防災

無線などが分類される「自営通信」にも３２・５メガ・ヘ

ルツ幅を、道路渋滞などを知らせる高度道路交通シ

ステム（ＩＴＳ）にも１０メガ・ヘルツ幅を与える。残りは

混信を防ぐ緩衝帯にあてる。 

 

お

天皇、皇后両陛下や国賓らが使用するＪＲ東日本の

「特別車両」が完成し、東京・上野駅構内で２３日、報

道陣に公開された。「特別車両」１両に、一般客らも

利用する「ハイグレード車両」５両の６両編成で運行

する。両陛下が乗車する車両の新造は４７年ぶり。 

 

 先頭は常磐線特急「スーパーひたち」の変形で、丸

別車両」は内部は杉の板目をあしらった純和風。

みを帯びた流線型。ボディーは江戸紫色をベースに

メタリック塗装し、光の反射具合で色合いが変化す

る。 

 「特

椅子は深い青色の布張りで、木製のテーブルが付く。

ハイグレード車両は、全車グリーン車。ＶＩＰ室は海外

の要人に対応できるよう応接室風で、客室の一部は

総革張りで座席は３列配置されている。 
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 現在の「１号御料車」は製造から４０～７０年経過し、

日本によると、新型車両は 2007 年秋ごろから運

惑メール規制強化へ 

老朽化が進んだため０２年６月以来、運行されていな

い。 

JR 東
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用される予定となっている。 

 

迷

有識者研究会を初開催－総務省 

 総務 検討

の

の勧誘などの広告・宣

ミが大量発生？ 

省は 24 日、迷惑メールの規制強化策を

する研究会 初会合を開いた。研究会には通信事

業者や大学教授らが参加し、悪質な迷惑メールの送

信を規制する具体策や罰則の強化などについて協

議する。総務省は、研究会が今秋にまとめる中間報

告を踏まえ、来年の通常国会に「特定電子メール法」

の改正案を提出する方針だ。 

 現行法では、出会い系サイト

伝メールに対し、受け取りを拒否すると通知した人へ

の再送信を禁止している。しかし、実際には広告メー

ルの大半が送信者情報を偽っているほか、返信が被

害拡大を招く恐れもある。このため、研究会はメール

送信を事前に了承した場合に限って認めるよう規制

を強化する考えで、実現すれば不特定多数へのメー

ル送信がすべて違法行為となる。  

 

セ

セミの当たり年？ 今年は２倍、「一定周

ミの抜け殻調査などで大

市西

分析では、セミの発生量は

７年で奇数年ということからも、偶数年の

たは８年間と定期

ともあり、暑い

ら

６

大のセミ。西日本

では、アブラゼミが６

方に、シャーオ、

明

セミとはちがう魅力と言えば、逆

は集団で木にとま

期、奇数年に多い」  

 今年はセミの多い年…。セ

阪市内のセミの数を調べている大阪市立大の沼田英

治教授らは、今夏、セミの出現が昨年の約２倍にの

ぼると予想した。沼田教授は、セミの発生は、気温の

高低などの影響より、一定の周期で増減しているとみ

ており、「予測では今年は４年に１度のセミの多い年。

なぜ周期があるのかまだよく分からないが、もし予測

が当たれば、私たちの考えが正しいことが裏付けられ

る」と、夏の終わりの調査を楽しみにしている。 

 沼田教授らは平成５年から、夏の終わりに大阪

区の靫公園内でセミの抜け殻を集め、数える調査を

行っている。 

 これまでの調査結果の

年によって多い少ないはあるが、この十数年間では

ほとんど増減していない。沼田教授は「調査をした１４

年間では２年続けて増えたことも減ったこともなかっ

た。西暦の奇数年に多いことが確認されている」とい

う。 

 今年は２００

昨年よりは多いことが予想される。 

 一方、セミの発生量が４年間、ま

的な周期で一定数となっているという。平成９年から１

２年、１０年から１３年など連続する４年間で抜け殻の

数を合計すると、いずれも約１０万個となっている。 

 最も多い４年間では１０万５９２２個、最も少ない４年

間では９万７０３８個で、平均は４年間で１０万２４９８個。

今年の発生数として予想した３万８６３２個は、４年間

の平均個数から最近３年間の個数を引いて出したも

の。昨年は１万６９７４個で２倍以上の数だ。 

 これまで最も多かったのは、阪神大震災のあった平

成７（１９９５）年で、前年の６倍の約４万５０００個の抜

け殻がみつかっている。なぜこの年にこれほど多くの

セミが発生したのかはよく分かっていないが、大阪市

立自然史博物館学芸員の初宿（しやけ）成彦さんは

「地震が地中にいたセミの幼虫に早く羽化するよう影

響を与えたのと、その前年が記録的な猛暑だったこと

が関係しているのでは」とみている。 

 セミの鳴き声は夏の暑さを象徴するこ

年にセミが多いような気がするが、沼田教授は、セミ

の増減は気候などの環境によるものでなく、何か周

期的な要因で起こっていると考えており、大阪に多い

クマゼミでは２の倍数がカギをにぎるとみている。 

 また、セミが最もうるさい日がたくさん出現した日と

仮定して、長居公園（大阪市東住吉区）でセミの音量

調査を行ったところ、「ピーク」の日は１６年では７月２

５日。今年は８月１日ごろではないかとみている。 

関東以西の太平洋側を中心として分布し、７月か

９月に発生する大型のセミです。いろいろな広葉樹

林に生息し、平地を中心に見られます。特に最近で

は公園などで多く見ることができます 

半翅目・セミ科、体長約

０㎜。 

日本最

では一番幅を利かせて

いるようですが、東日本

ではあまり見かけないよう

です。 

大阪

割、クマゼミが３割、その

他１割といったところでし

ょうか。 

朝方と夕

シャーオ、と連呼します。

アブラゼミのような雑音ま

感のある鳴き声です（す

こしうるさいですが）。 

クマゼミに関して、他の

じりのようなものではなく、透

三角形の体形だと思います。他のセミはどちらかと言え

ば頭から羽にかけて、幅が広がっているものですが、ク

マゼミは羽を他のセミよりも鋭角にたたんでいるせいか、

とてもしまりのある印象を受けます。 

夏の中盤頃から発生し始め、その後

っていることが多いようです。 

 


	再免許申請書類の変更について
	再販売
	地デジ移行後の空き周波数帯
	お召し列車
	迷惑メール規制強化へ
	セミが大量発生？



