総 基 電 第 224 号
平 成 23 年 12 月 21 日
各総合通信局長 殿
（総務部）
沖縄総合通信事務所長 殿
（総務課）
総合通信基盤局長

「無線従事者関係事務処理手続規程」の一部改正について（通達）

標記について、無線従事者規則の一部を改正する省令（平成 23 年総務省令第 48 号）の施行に
伴い、「無線従事者関係事務処理手続規程」（平成 22 年４月１日総基電第 44 号）の一部を下記
のとおり改正し、平成 23 年 12 月 21 日から施行することとしたので、よろしく取り計らわれたい。

記
無線従事者関係事務処理手続規程（平成 22 年４月１日総基電第 44 号）の一部を次のように改
正する。
付録第８号を次のように改める。
付録第８号（第１８条関係）
英文の証明書の様式
CERTIFICATE
No.

(Date)
NAME:
DATE OF BIRTH：

長

1 QUALIFICATION(注１):

2 LICENCE NUMBER:
辺
3 DATE OF LICENCE GRANT:

4 VALIDITY TERM: Effective for the holder's lifetime

5 REMARKS:

This is to certify that this person holds the above-mentioned licence of
qualification issued under the Radio Law.(注２)(注３)(注４)

Seal/stamp

(地方局印)

(Signature)

Director-General of (地方局) Bureau of Telecommunications(注５)
Ministry of Internal Affairs and Communications JAPAN

短

辺

（日本工業規格Ａ列４番）

注１ 資格については、次により記載すること。
資
格

訳

文

第一級総合無線通信士

First-Class Radio Operator for General Services

第二級総合無線通信士

Second-Class Radio Operator for General Services

第三級総合無線通信士

Third-Class Radio Operator for General Services

第一級海上無線通信士

Maritime First-Class Radio Operator

第二級海上無線通信士

Maritime Second-Class Radio Operator

第三級海上無線通信士

Maritime Third-Class Radio Operator

第四級海上無線通信士

Maritime Fourth-Class Radio Operator

第一級海上特殊無線技士

Maritime Ⅰ-Category Special Radio Operator

第二級海上特殊無線技士

Maritime Ⅱ-Category Special Radio Operator

第三級海上特殊無線技士

Maritime Ⅲ-Category Special Radio Operator

レーダー級海上特殊無線技士

Maritime Radar-Category Special Radio Operator

航空無線通信士

Aeronautical Radio Operator

航空特殊無線技士

Aeronautical Service Special Radio Operator

第一級陸上無線技術士

First-Class Technical Radio Operator for On-The-Ground Services

第二級陸上無線技術士

Second-Class Technical Radio Operator for On-The-Ground Services

第一級陸上特殊無線技士

On-The-Ground Ⅰ-Category Special Radio Operator

第二級陸上特殊無線技士

On-The-Ground Ⅱ-Category Special Radio Operator

第三級陸上特殊無線技士

On-The-Ground Ⅲ-Category Special Radio Operator

国内電信級陸上特殊無線技士

On-The-Ground Domestic Telegraph-Category Special Radio Operator

第一級アマチュア無線技士

Amateur First-Class Radio Operator

第二級アマチュア無線技士

Amateur Second-Class Radio Operator

第三級アマチュア無線技士

Amateur Third-Class Radio Operator

第四級アマチュア無線技士

Amateur Fourth-Class Radio Operator

注２ 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上
特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士及び航空特殊無線技士については、次により記載
すること。
（１） 第一級総合無線通信士
It is also verified that this licence corresponds to the (※)Radiocommunication
Operator's General Certificate and First-Class Radio Electronic Certificate, as
well as to the Radiotelephone Operator's General Certificate for the Aeronautical
Mobile Service and Aeronautical Mobile-Satellite Service as provided for in the
ITU Radio Regulations.
※は、「無線従事者規則の一部を改正する省令（平成１０年郵政省令第４４号）」附
則第３項に該当すると認められる者について、
「Radiocommunication Operator's General
Certificate」の文字に代えて、「First-Class Radiotelegraph Operator's Certificate」
と記載すること。
（２） 第二級総合無線通信士
It is also verified that this licence corresponds to the Second-Class
Radiotelegraph Operator's Certificate and Restricted Operator's Certificate, as
well as to the Radiotelephone Operator's General Certificate for the Aeronautical
Mobile Service and Aeronautical Mobile-Satellite Service as provided for in the
ITU Radio Regulations.
（３） 第一級海上特殊無線技士
It is also verified that this licence corresponds to the Restricted Operator's
Certificate as provided for in the ITU Radio Regulations.
（４） 第二級海上特殊無線技士
It is also verified that this licence corresponds to the Restricted Radiotelephone
Operator's Certificate as provided for in the ITU Radio Regulations and has been
issued in conformity with the provisions of Appendix S13 Part B, Section 2.9 of
these Regulations.
The holder of this licence is authorized to operate in the frequency bands allocated
to the maritime mobile services between 1605kHz and 4000kHz as well as above
25010kHz.
（５） 第三級海上特殊無線技士
It is also verified hereby that this licence corresponds to the restricted
radiotelephone operator's certificate as provided for in the ITU Radio Regulations
and has been issued in conformity with the provisions of Appendix S13 Part B, Section
2.9 of these Regulations.
The holder of this licence is authorized to operate in the frequency bands allocated
to the maritime mobile services above 25010kHz.
（６） 航空特殊無線技士
It is also verified hereby that this licence corresponds to the restricted
radiotelephone operator's certificate as provided for in the ITU Radio Regulations
and has been issued in conformity with the provisions of No. S37.30 of these
Regulations.
注３ 電波法施行令（平成１３年政令第２４５号）第３条第５項に定める資格でアマチュア無
線局の無線設備の操作を行うことができることについての証明は、次の文を追記すること。
Further, the qualification of (※１) is also permitted officially to perform(※２)'s
service.
※１は、証明を希望する資格を、※２は、当該資格に応じて第一級アマチュア無線技士、
第二級アマチュア無線技士又は第四級アマチュア無線技士の資格を、注１に準じて記載す
ること。
注４ 第一級アマチュア無線技士から第三級アマチュア無線技士までの資格について、電気通
信術の技能について証明を希望する場合は、次の文を追記すること。なお、電波法施行令
第３条第５項に定める資格で、アマチュア無線局の無線設備の操作を行うことができる者

の能力の証明については、該当するアマチュア無線技士の資格に相当する能力について証
明を行うものとする。
It is also to certify that this person has the ability to (※１) morse code of （※
２）characters per minute.
※１は、モールス符号の送受信の別について、次表の区別に従い、該当する字句を記述
する。
※２は、モールス符号の能力を表す速度について、次表の区別に従い、対応する数値を
記入するものとする。
国家試験の合格年月日 証明する能力の内容
又は養成課程の修了年 第一級アマチュア 第二級アマチュア 第三級アマチュア
月日（※３）
無線技士
無線技士
無線技士
昭和 59 年 12 月 31 日以 （※１）に該当す （※１）に該当す （※１）に該当す
る字句
る字句
前
る字句
transmit and
transmit and
transmit and
receive
receive
receive
（※２）に対応す （※２）に対応す （※２）に対応す
る数値
る数値
る数値
25
45
60
（※１）に該当す
昭和 60 年１月１日から
る字句
昭和 63 年 11 月 17 日ま
receive
で
昭和 63 年 11 月 18 日か （※１）に該当す （※１）に該当す （※２）に対応す
る数値
る字句
ら平成 17 年９月 30 日 る字句
25
receive
receive
まで（※４）
（※２）に該当す （※２）に該当す
る数値
る数値
45
60
（証明しない）
平成 17 年 10 月１日から （※１）に該当する字句
平成 23 年９月 30 日ま receive
（※２）に該当する数値
で（※５）
25
平成 23 年 10 月１日以降 （証明しない）
※３は、保存資料により国家試験合格年月日又は養成課程修了年月日の確認をすること
ができない場合に、免許年月日を確認する。ただし、証明を願い出た者が国家試験合格年
月日、養成課程修了年月日又は科目合格年月日を証する書面の写しを添付する場合につい
ては、当該書面に基づき証明するものとする。
※４は、第一級及び第二級アマチュア無線技士のうち、平成３年 11 月 17 日までに国家
試験に合格したものについて電気通信術の科目合格年月日を確認することとし、科目合格
年月日が確認できるものであって、その年月日が当該期間内でないものについては、科目
合格年月日の該当する月の欄に従って証明するものとする。
※５は、第一級及び第二級アマチュア無線技士のうち、平成 20 年９月 30 日までに国家
試験に合格したものについて電気通信術の科目合格年月日を確認することとし、科目合格
年月日が確認できるものであって、その年月日が当該期間内でないものについては、科目
合格年月日の該当する月の欄に従って証明するものとする。
注５ 沖縄総合通信事務所長の場合にあっては、「Director-General of Okinawa Office of
Telecommunications」とすること。
注６ 氏名及び年月日の記載は、付録第２号の６に準じること。

