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法規の出題数と試験時間の変更 

電気通信術試験の廃止にともなう、平成

23 年 12 月期以後の１・２アマ国家試験に

関する日本無線協会の発表 

無線従事者規則の一部改正がおこなわれ、平成 23

年 10 月 1 日から第一級および第二級アマチュア無

線技士国家試験の試験科目のうち電気通信術が廃

止され、「法規」の試験問題において、モールス電信

の理解度を確認する問題が追加されることとなりまし

た。 

 このため、平成 23 年 12 月期の第一級および第二

級アマチュア無線技士の国家試験から、「法規」の試

験問題数、合格点および試験時間は次のとおり変更

になります。 

 試験問題数 合格点/満点 試験時間 

改正後 30 問 105 点/150 点 2 時間 30 分

現行 25 問 87 点/125 点 2 時間 

（参）第一級・第二級アマチュア無線技士の国家試験から
電気通信術の実技試験（音響受信）が廃止【平成 23 年 10
月１日施行予定】 

 総務省は、４月 13 日付けで、「アマチュア無線技士の
国家試験に係る試験科目（電気通信術（モールス電信））
の見直しに係る無線従事者規則の一部を改正する省令案
を電波監理審議会に諮問し、原案を適当とする旨の答申を
受けた」と発表しました。 

 この省令案は、「第一級及び第二級アマチュア無線技士
の国家試験の試験科目から、モールス電信の試験を廃止し、
試験科目の「法規」においてモールス符号の理解度を確認
する」というものです。総務省は、改正案等について、平
成 23 年 2月 17 日～3月 18 日の間、意見募集をおこなっ
ていましたが、39 件の意見の提出があり、提出された意
見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表して
います。 

 総務省では、「電波監理審議会の答申及び意見募集の結
果を踏まえ、速やかに関係省令等の改正をおこなう予定
（施行日は平成 23 年 10 月 1 日を予定）」と発表していま
す。 

 なお省令案の改正が予定どおりおこなわれますと、日本
無線協会が実施する、平成 23 年 12 月期の第一級・第二級
アマチュア無線技士国家試験から、電気通信術の実技試験
（音響受信）は廃止となります。 

 

日本語ドメイン「アマチュア無線申

請.jp」 

日本語ドメインでより簡単にアクセスが可

能になりました  

 総務省は、電波利用 電子申請・届出システム Lite

の、認知度向上とアクセスを容易にするため、「アマ

チュア無線申請.jp」の日本語ドメインを採用したと発

表しています。 

 この日本語ドメインの採用により、ブラウザーのアド

レスバーに「アマチュア無線申請.jp」のドメインを入

力することで、URL 転送により、簡単に「電子申請・届

出システム Lite」をアクセスできるようになりました。 

総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite で

は、認知度向上とアクセスを容易にするため、日本語

ドメインを採用し Web リダイレクト(URL 転送)を行って

おります。 

これにより、ブラウザの URL 欄（アドレスバー／ロケー

ションバー）に従来、アルファベットで入力していたア

ドレス(URL)の代わりに日本語ドメイン名「アマチュア

無線申請.jp」を入力することで、総務省 電波利用 

電子申請・届出システム Lite のトップページを表示

できます。（トップページが表示された際のブラウザに

表示されるアドレスは従来のアルファベットの URL とな

ります。） 

なお、総務省では、同リンク集を含め他に次の Web サ

イトに同様の日本語ドメインを採用しておりますので、

併せてご利用ください。 

平成 23 年 7 月現在 

日本語ドメイン名 Web サイト名 
総務省.jp 総務省ホームページ 
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電波利用.jp 
電波利用ホームページ 

 

電波申請.jp 

総務省 電波利用 電子申請・

届出システム 

 

アマチュア無線申請.jp 

総務省 電波利用 電子申請・

届出システム Lite 

 

インターネット申請.jp 

総務省 電波利用 電子申請・

届出システム 電子政府・電子

自治体リンク集 

 
 

URL 
http://www.soumu.go.jp/ 
http://www.tele.soumu.go.jp/ 
http://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html 
http://www.denpa.soumu.go.jp/public2/index.html 
http://www.denpa.soumu.go.jp/public/link-s/index.ht

ml 

 

遠隔操作ソフトがリリースされました 

FTDX-5000 シリーズ用の遠隔操作ソフ

トがリリースされました。 

 

トップページから、アマチュア→WDXC→FTDX5000→

オ ー ナ ー ズ ラ ウ ン ジ と 進 み ま す と 遠 隔 ソ フ ト

「PCC-5000」のダウンロードページが表れます。 

http://www.yaesu-wdxc.com/ol/ftdx5000/index

.aspx# 

 
PCC-5000 を利用するには、無線機本体を最新のファ

ームウェアに更新が必要です。 

同ページ下部の「FTDX5000 アップデート情報」をクリ

ックするとファームアップのページへジャンプしますの

で、まずはここでファームアップを済ませてから、

PCC5000 のサイトでダウンロード＆インストールすると

良いでしょう。 

 

ＨＦトランシーバー 遠隔コントロールソフトのご

紹介 

パソコンを使って、離れたシャック部屋にある無線機

のコントロールを遠隔操作する、コントロールソフトに

関する雑誌の記事やウェブサイトが多くなりました。 

バーテックススタンダード社からフリーでダウンロード

できる遠隔ソフト３機種をご紹介します。 

対象モデルは FT-450D 用ソフト PCC-450D 

 
FT-950 用ソフト PCC-950 

 

FT-2000 用ソフト PCC-2000 

 

この３モデルです。 

どのソフトも、無線機と同じパネルがパソコン画面上

に表れて、マウスで各スイッチやボリュームを操作す

るというものです。 

無線機の背面にはＲＣ２３２Ｃポートを装備しており、

ストレート・フル結線の２３２Ｃケーブルを無線機とパソ

コンに繋ぐだけでＯＫです。 



 2011 年 09 月 01 日 発行 第 03 号   通刊 300 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page３ 

最近のＰＣは２３２Ｃポートがありませんので、ＵＳＢ変

換ケーブルを別途利用することで対応できます。 

注意点としては、このソフトは音声のコントロールは対

応していません。 

音声の送受信について多くのオーナーさんは、スカ

イプを利用しているようです。 

この面でのノウハウはウェブサイトで検索してみると多

くのオーナーさんがイロイロと紹介されているようで

す。 

また、このソフト以外にも「ＨＲＤ」（ハムラジオデラック

ス）という有名なソフトがあります。メーカー各社の無

線機がコントロール可能な面白いソフトです。 

2 つの銀河が衝突する「VV 340」、 

米航空宇宙局（NASA）が、初期段階の衝

突銀河「VV 340」の画像を公開した。 

  画像は、チャンドラ X 線観測衛星（Chandra X-ray 

Observatory）のデータ（紫色）とハッブル宇宙望遠

鏡（Hubble Space Telescope）のデータ（赤、緑、青

色）を合成したもので、上部の側面が見えている銀河

が「VV 340 北」、下側の正面を向いた銀河が「VV 340

南」。  

 地球から 4 億 5000 万光年の距離にある「VV 340」

の 2 つの銀河は、数百万年後には融合して 1 つの銀

河になる。 

 

米航空宇宙局
（NASA）が公開し
た初期段階の衝
突銀河「VV 340」
の合成衛星画像
（撮影日不明）。 

 

 

 

 

 

8 月公開のパッチは、適用に数時間

かかる場合あり」 

日本 MS が公表 「適用中に電源を切らな

いで」、次回のパッチ適用にも悪影響 

更新プログラム

がインストール

中であることを

示す Windows 7

の画面例。この

ような画面が表

示されている間

は、パソコンの

電源を切らない

日本マイクロソフトは 2011 年 8 月 5 日、8 月 10 日に

公開したセキュリティ更新プログラム（パッチ）の概要

を公表した。パソコンによっては、インストールに数時

間かかるパッチが含まれる。同社では、インストール

が完了するまでは、パソコンの電源を切らないよう呼

びかけている。  

 同社が 8月 10日に公開をしたセキュリティ情報およ

びパッチは 13 件。そのうち、危険度が最悪の「緊急」

が 2 件、危険度が 2 番目の「重要」が 9 件、3 番目の

「警告」が 2件。影響を受けるソフトウエアは、Windows 

XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 

2008 R2、Visio 2003/2007/2010、Visual Studio 

2005、.NET Framework など。  

 これらのうち、同社が注意を呼びかけているの

は 、 .NET Framework に 関 す る パ ッ チ 。 .NET 

Framework のパッチは、ほかのパッチに比べてインス

トールに時間がかかるという。場合によっては数時間

かかるので、インストール中にパソコンの電源を落とさ

ないよう注意する必要があるとしている。  

 時間がかかる理由は、ほかのパッチとは異なり、イ

ンストール時にコンパイルされるため。通常のパッチ

は 10 分以内でインストールが完了するが、.NET 

Framework のパッチは、パソコンのスペックによって

は数時間かかる場合がある。  

 インストールが完了する前にパソコンの電源を切る

と、パッチが破損したり、適用されたパッチを管理す

るデータベースファイルに不整合が発生したりする恐

れがある。このため、パッチがインストールされている

ことを示す画面（図）が表示されている間は、電源を

切らないよう呼びかけている。  

 完了前に電源を切ってパッチが破損すると、次回、

パッチをインストールしようした際に特定のエラーコー

ドが表示されて、インストールに失敗するという。エラ

ーコードごとの対処方法は、同社の Web ページに記

載されている。 

  

W42K の電池「大変危険な状態」 

解約・機種変更済みも交換へ 対象を 23

万台から 48 万台に広げる 

KDDI（au）は 2011 年 8 月 22 日、従来型携帯電話機

「W42K」を対象として実施しているバッテリーパックの

回収・交換について、対象製品を従来公表していた

23 万 5452 台から、W42K の全製品 48 万 6280 台に広

げると発表した。既に解約や機種変更などで携帯電

話として使われてはいないものの、端末単体で時計

などの機能を使っていて発煙・破裂などの事故が発

生した例があり、対象を広げて回収・交換を呼びかけ

る。  
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 W42K は 2006 年 5 月に発売された。同社によると、

一部のロットにおいて「バッテリーパックの外部にキズ

やヘコミが付く程度の力が加わった場合、その後の

使用中にバッテリーパック内部で短絡（ショート）が発

生して発熱・膨張し、発煙や破裂に至る可能性があ

る」としている。  

 同社ではこれまで、回収・交換を最初に呼びかけた

2008 年 3 月 26 日時点で携帯電話として稼働してい

た 23 万 5452 台を対象としていた。しかしその後、解

約・機種変更などをして携帯電話としては使われなく

なった端末についても、時計機能などを使っている

際に事故が発生したとの申告があった。これまでに

22 件の事故が KDDI に報告されており、うち 5 件が解

約・機種変更済み端末での事故という。このため、こ

れまで回収・交換の対象外であった解約・機種変更

済み端末についても対象を広げることにした。  

 同社によると、2011 年 8 月 19 日時点で W42K の全

製品 48 万 6280 台のうち 18 万 7291 台が確認できて

いない。このうち約4万3000台は発煙・破裂などの可

能性がない良品のロットで、約 14 万 4000 台は発煙・

破裂などの可能性があるバッテリーパックを含むロッ

トである。ただし、「これまで W42K のユーザーにダイレ

クトメールで呼びかけた範囲では、約 9割のユーザー

が『既に W42K を廃棄している』との回答であった。14

万 4000 台についても、かなりの部分は既に使われて

いないと考えている」（KDDI 広報部）としている。  

 同社では「対象の電池パックを交換いただいていな

い場合、大変危険な状態となっている可能性がある」

として、同社 Web サイトや新聞などで交換を呼びかけ

ている。また、顧客データベースに登録されている端

末データを基に、対象ロットのバッテリーパックを現在

使っている、または過去に使っていたユーザーに対

し、ダイレクトメールや電話などでバッテリーパックの

交換を呼びかけている。対象でないロットのバッテリ

ーパックのユーザーに対しては、KDDIからダイレクトメ

ールや電話による直接の呼びかけは行わないものの、

「au ショップに持ち込まれた W42K については、不良

品の疑いのあるバッテリーパックだけでなく良品のバ

ッテリーパックも含めて交換している」（KDDI 広報部）

という。  

 ユーザーからの問い合わせ先は、京セラ W42K お

客様窓口（0120-600924、9:00～19:00）または KDDI

お 客 さ ま セ ン タ ー

（ 0077-7-111 、 9:00

～20:00）。 

 

発煙・破裂などの恐れが

あるとしてバッテリーパッ

クの回収・交換を呼びか

けている「W42K」 

電波を使った 40Gビット/秒の無線伝

送実験 

情報通信研究機構（NICT）は 2011 年 8

月 20 日、電波を使った 40G ビット/秒の

無線伝送実験に大阪大学と共同で成功し

たことを発表した。 

NICT によれば、従来の伝送実験の最高記録（27G ビ

ット/秒）を大きく超える世界最高速の記録であるとし

ている。  

 同伝送実験では、伝送に利用する電波の周波数帯

域として、携帯電話や無線 LAN などが一般的に利用

している「マイクロ波帯」（数 G～30GHz）ではなく、「高

速伝送に適しているものの発生させることが難しい」

（NICT）という「ミリ波帯」（30G～300GHz）の電波を利

用。  

 NICT がこれまでに開発した「光によるミリ波発生装

置」および「高速高精度 16値光変調器」と、今回新た

に開発した「光・ミリ波変換器」および阪大が開発した

「デジタル信号処理技術」を組み合わせることで、「信

号の変化を速くする」「より複雑な信号（変調）方式を

使う」という伝送速度の高速化に必要な二つの要素

を両立。40G ビット/秒という超高速伝送を実現できた

（図）。  

 40 ギガビット/秒という伝送速度は、現在主流の

IEEE802.11n 規格に対応した無線 LAN 機器（市販製

品の多くは 300M ビット/秒）の約 130 倍もの速度にな

る。NICT によれば、例えばデジタルカメラや携帯音楽

プレーヤーなどで使っている容量 32G バイト（256G ビ

ット）のメモリーカードを転送する場合、無線 LAN では

処理に約 14分（850秒）かかるが、今回の技術を使え

ばわずか 6 秒程度で完了するという。  

 こうした高速性に加え、利用の少ないミリ波帯を使う

ことにより、限られた電波資源の有効利用にも貢献で

きる点もメリットになると NICT では説明している。なお、

実験結果の詳細については、9 月 18 日～22 日にジ

ュネーブ（スイス）で開催される光通信国際会議

（ECOC2011）で発表される予定になっている 

 

 


