アマチュア無線の
世界が広がる

JARL が 発行する
アワード を集めよう

アマチュア無線で交信した地域や局数など，設定したルールに基づいて，さまざまな種類が発行されている
「アワード」。申請要件によりやさしいものから難しいものまで，自分のハムライフに合ったものが目標にで
きることから，アマチュア無線の楽しみの 1 つとして人気です。交信だけではなく，受信（SWL）で得られ
るアワードもたくさんあります。今回はアマチュア無線の技術・運用の向上を兼ねて，JARL が発行してい
る多種多様なアワードをご紹介しましょう。

特報！

東京 2020 JARL 記念アワード発行

東京 2020 JARL 記念アワード 6 種類の名称と申請要件

JARL では，東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の開催を記念して，① JARL が開設運用す
る記念局，② JARL が各地方本部ごとに開設運用する

アワード名称

申請要件

1

TOKYO 2020※

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大
会の開催を記念して連盟が開設運用する記念局１
局以上と交信（受信）する。また，交信（受信）し
た同記念局の局数をアワードに印字する。

2

TOKYO 2020
D-STAR

D-STAR を利用して，東京 2020 オリンピック・
パラリンピック競技大会の開催を記念して連盟が
開設運用する記念局１局以上と交信（受信）を含
む異なる 20 局と交信（受信）する。

3

TOKYO 2020
Japan

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大
会の開催を記念して連盟が開設運用する記念局 1
局以上の交信（受信）を含め，国内の異なる市・
郡・区の 10 局と交信（受信）する。このほか，50
単位で賞を発行する。

4

TOKYO 2020
World ※

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大
会の開催を記念して連盟が開設運用する記念局 1
局以上の交信を含め，国内外の異なるプリフィッ
クス 10 局と交信（受信）する。このほか，50 単
位で賞を発行する。

5

TOKYO 2020
Special

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大
会の開催を記念して連盟が各地方本部ごとに開設
運用する記念局 10 局および東京都西東京市等に
開設運用する記念局 1 局のあわせて 11 局と交信
（受信）する。

6

TOKYO 2020
DX-AJD

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大
会の開催を記念して連盟が海外向け記念局として
開設運用する日本国内の 10 コールエリアの記念
局と交信（受信）する。

記念局，③ JARL が海外向けに開設する記念局のそれ
ぞれを含む交信（受信）で得られる「東京 2020 公認プロ
グラム 東京 2020 JARL 記念アワード」6 種類を申請受
付中です。
交信（受信）有効期間は，連盟が開設運用する同記念
局が運用を開始した日から終了する日まで。申請受付
期間は 2021 年 5 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までです。
詳しくはhttps：//www.jarl.org/Japanese/1̲Tanoshimo/
1-2̲Award/T2020.htm をご覧ください。
交信（受信）有効期間
交信
（受信）有効期間は，東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の開催を記念して連盟が開設運用する記念局が運用を
開始した日から終了する日まで
運用場所の条件および移動範囲
自局の運用場所および移動範囲には，特に制限を設けません。
申請方法等
①アワードを申請する場合は，次の書類に以下の手数料を添えて，
連盟事務局会員部会員課へ提出してください。
・アワード申請書 1 通
・交信記録リスト（準用：JARL 制定 QSL カードリスト） 1 通
② QSL カードを所持する必要はなく，交信（受信）のみで申請で
きます。
③手数料：この記念アワードは，各賞とも 500 円
（会員でない場合は 1,000 円，日本国外の場合は，IRC 8 枚で
も可）です。
なお，中学生以下の方はすべて無料になります（申請の際に，
生年月日が確認できる書類を同封してください）
。
申請受付期間
2021 年 5 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日とします。
その他
①特記事項は，最大 3 つまで希望することができます。
（周波数帯・電波型式・運用場所・QRP・QRPp・サテライ
ト・D-STAR・ONE DAY 等）
②インターネットを介した交信（受信）および，レピータ局を使用
した交信（受信）にも発行します。
③アワードの発行番号は付しません。

※周波数帯が異なる同一コールサインの局との交信（受信）の場
合，異なる局としては取り扱いません。
対象となる記念局：
a. 東京都西東京市に開設運用する記念局：コールサインを決まり
次第，記載
b. 各 地 方 本 部ごとに開 設 運 用する記 念 局：8J1OLYMPIC・
8J2OLYMPIC・8J3OLYMPIC・8J4OLYMPIC・8J5OLYMPIC・
8J6OLYMPIC・8J7OLYMPIC・8J8OLYMPIC・8J9OLYMPIC・
8J OLYMPIC
c. 海外向け記念局として開設運用する記念局：8N1OLP・8N2OLP・
8N3OLP・8N4OLP・8N5OLP・8N6OLP・8N7OLP・8N8OLP・
8N9OLP・8N OLP
※ c の局は，アワード「5」の条件となる記念局には含まれません。
④本規約に規定するもののほか，JARL 制定のアワード規程およ
びアワード規約の規定を準用します。
⑤アワード（1 〜 5）の 5 種類の達成者には有償で記念品を贈呈し
ます。
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AJDからD-STARアワードまで40 種類以上

バラエティーに富んだ
JA R L 主要アワードカタログ

▲ AJD： 日 本の 10 コー ルエリ
アの局と交信（SWL は受信）

▲ WAJA： 日 本の 1 都 1 道 2 府
43 県の局と交信

▲ HAJA（SWL 向け ）: 日 本の 1
都 1 道 2 府 43 県の局を受信

▲ JCC-100 〜 800：日本の異な
る 100 〜 800 市の局と交信（SWL
は受信）

▲ JCG-100 〜 500：日本の異な
る 100 〜 500 郡の局と交信（SWL
は受信）

▲ AJA：2 つ以 上のバンドで日
本の異なる市，郡，区の局と交
信（SWL は受信）

▲ 10MHz-100：10MHz 帯 で 異
なる 100 局と交信（SWL は受信）

▲ 18MHz-100：18MHz 帯 で 異
なる 100 局と交信（SWL は受信）

▲ 24MHz-100：24MHz 帯 で 異 ▲WARC-1000〜10000：WARC
なる 100 局と交信（SWL は受信） バンド
（10/18/24MHz）のうち1以上
を使用して異なる1000局と交信

▲ 135kHz-10 〜 100：135kHz 帯
で異なる10〜100局と交信（SWL
は受信）

▲ 475kHz-10 〜 100：475kHz 帯
で異なる10〜100局と交信（SWL
は受信）

▲ 50MHz-100 〜 1000：50MHz ▲144MHz-100〜1000：144MHz ▲430MHz-100〜1000：430MHz ▲1200MHz-10〜500：1200MHz
帯で異なる 100 〜 1000 局と交信 帯で異なる 100 〜 1000 局と交信 帯で異なる 100 〜 1000 局と交信 帯 で 異 な る 10 〜 500 局 と 交 信
（SWL は受信）
（SWL は受信）
（SWL は受信）
（SWL は受信）

アワード申請のポイント
アワードを申請する場合に必要なものは，JARL が

を忘れずにご記入ください。

定めた様式のアワード申請書と QSL カード・リストと

QSLカードについては，
申請者本人の誓約
（QSLカー

申請手数料です。申請書類は https://www.jarl.org/

ドリストに記載されたすべてのカードを所持している

Japanese/1̲Tanoshimo/1-2̲Award/Award̲Main.htm

こと）があれば，QSL カードを送られる必要はありま

の一番左下のリンク先からダウンロードできます。申

せん。

請手数料は，定額小為替などで申請書類と一緒にお送

また，電子申請する方法もあります。https://www.

りください。銀行振込等を利用して申請料をお支払い

jarl.com/page/award/AwardEntry.aspx にアクセスし

の際には，振込人欄等に「コールサイン」や「お名前」

て手続きを行ってください。
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▲2400MHz-10〜500：2400MHz ▲5600MHz-10〜500：5600MHz
帯 で 異 な る 10 〜 500 局 と 交 信 帯 で 異 な る 10 〜 500 局 と 交 信
（SWLは受信）
（SWLは受信）

▲ 10GHz-10 〜 500：10GHz 帯
で異なる10〜500局と交信（SWL
は受信）

▲ 24GHz-10 〜 500：24GHz 帯
で異なる10〜500局と交信（SWL
は受信）

▲ 47GHz-10 〜 500：47GHz 帯
で異なる10〜500局と交信（SWL
は受信）

▲ 75GHz-10 〜 500：75GHz 帯
で異なる10〜500局と交信（SWL
は受信）

▲V・U-1000〜10000：50/144/ ▲ WACA：日本の全市の局と交
430/1200/2400MHz 帯のすべても 信
しくはいずれかのバンドで異なる
1000 局以上と交信（SWL は受信）

▲ HACA（SWL 向け）: 日本の全
市の局を受信

▲ WAGA：日本の全郡の局と交
信

▲ HAGA（SWL 向け）: 日本の全
郡の局を受信

▲ ADXA：アジア州内の日本を
含む 30 エンティティーの局と交
信（SWL は受信）

▲ ADXA-HALF：アジア州内の
日本を含む 15 エンティティーの
局と交信（SWL は受信）

▲ WASA-V・U・SHF：50MHz ▲ WASA-HF：28MHz 帯以下の
帯以上の各バンドおよびアマチュ 各バンドのすべてもしくはいず
ア衛星のすべてもしくはいずれか れかを使 用して，異なる 100 局
を使用し，異なる100 局以上のス 以 上 の ス ク エ ア の 局 と 交 信
クエアの局と交信（SWLは受信） （SWL は受信）

▲WAKU：日本の政令指定都市
の全区の局と交信（SWL は受信）

▲

JARL Stations AWARD：
JARL が開 設する局と交 信
（SWLは受信）
。J賞
（SWL-J賞）
は異なる5局。A賞
（SWL-A賞）
は異なる 20 局。R 賞（SWL-R
賞 ） は 異 な る 50 局。L 賞
（SWL-L 賞）は異なる 100 局で
10のコールエリアのQSLカー
ドが 1 枚含まれていること

▲ HAC（SWL 向け）
：世界の六
大州の局を受信

▲ D-STAR アワード：D-STAR を利用して交信。D 賞はシンプレックスで異なる 10 局と 1 日のみで交信
（受信）
，S 賞はシンプレッ クスで異なる 100 局と交 信（ 受 信 ）， このほか 100 単 位で発 行。T 賞は
D-STAR レピータで日本の 10 エリアの局と交信（受信）
，A 賞は D-STAR レピータを利用して 100 局の異
なる市・郡・区の局と交信（受信）をおこなう。このほか 100 単位で発行。R 賞は D-STAR レピータを利
用して 50 局の異なるレピータを使用した局と交信（受信）。このほか 50 単位で発行

▲アマチュア衛星「ふじ」アワー
ド： アマチュ ア衛 星「 ふじ 」を
利用（CW または SSB に限る）し，
異なる 10 局と交信（SWL はダウ
ンリンク受信）

※スペースの都合で申請要件は簡略化しています。
「局」は「アマチュア局」を意味し，D-STAR アワード以外はそれぞれの交信（受信）局
から QSL カードを得ることが必要です。詳しくは JARL Web 参照。
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51年続いた「よみうりアワード」を継承
JARL では，読売新聞社が 1969（昭和 44）年から発

JARL 最難関

トは 4 組まで）
」
「全交信局におけるコールエリア別交信

行していた「よみうりアワード」
（「全日本 10,000 局よ

局数の比率は 5%（500 局）以上，15%（1,500 局）以下」

みうりアワード」
「世界 10,000 局よみうりアワード」）

などの条件があります。また「JARL 全世界 10,000 局

が 2020 年末の申請受付をもって終了したことから，同

アワード」では，リスト中に「ARRL のエンティティが

アワードを継承する形で「JARL全日本10,000局アワー

200，ITU ゾーンが 70，六大州・南極との異なるアマ

ド 」と「JARL 全 世 界 10,000 局アワー ド 」を新 設し，

チュア局の QSL カードを得る」などが規定され，JARL

2021 年 4 月 1 日から受け付けを開始しました。

史上で最難関アワードの 1 つに位置付けられます。

単に 1 万局と交信（受信）するだけではなく，例えば
「JARL 全日本 10,000 局アワード」の場合，「シングル
バンドで47都道府県の異なるアマチュア局のQSLカー
ドを得て，そのリストを 12 組作る（同一バンドのリス

JARL 全日本 10,000 局アワード
本アワードは「全日本 2,500 局賞」
「全日本 5,000 局賞」
「全日
本 7,500 局賞」
「全日本 10,000 局賞」があり，申請者の交信（受
信）地点は日本国内の陸上に限られ，相手局も陸上で運用した
局となります。
手数料は，各賞とも 1,000 円（JARL 会員でない場合は 2,000
円，日本国外の場合は IRC16 枚）です。
なお，毎年 3 月末日までに取得された方は，同年開催のハム
フェア会場で表彰式をおこない，「全日本 10,000 局賞」を達成
者には総務大臣表彰が贈られる予定です。

▲ JARL 全日本10,000 局アワード
「全日本10,000 局賞」賞状
▲

JARL 全日本10,000 局アワードのそのほかの各賞状

JARL 全日本 10,000 局アワードの名称および申請要件
アワード名称
1

2

3

4

申請要件

条件
●

シングルバンドで 47 都道府県の異なるア

全日本
2,500 局賞

2,500 局以上の日本のアマチュア局と交信（SWL は受信）し，別に定
める条件を満たした QSL カードをそれぞれのアマチュア局から各 1
枚得る。

全日本
5,000 局賞

5,000 局以上の日本のアマチュア局と交信（SWL は受信）し，別に定
める条件を満たした QSL カードをそれぞれのアマチュア局から各 1
枚得る。

ストを作成し，各アワードそれぞれ 3

全日本
7,500 局賞

7,500 局以上の日本のアマチュア局と交信（SWL は受信）し，別に定
める条件を満たした QSL カードをそれぞれのアマチュア局から各 1
枚得る。

6 枚，7,500 局賞：9 枚，10,000 局賞：

全日本
10,000 局賞

10,000 局以上の日本のアマチュア局と交信（SWL は受信）し，別に
定める条件を満たした QSL カードをそれぞれのアマチュア局から各 1
枚得る。アワード達成者には副賞を贈呈する。
※交信局リストにて，全交信局（10,000 局）のコールエリア別交信
局の比率は 5％（500 局）以上，15％（1,500 局）以下を条件とする。
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マチュア局のQSL（SWL）カードを得る
●

申 請 時には，1 つのバンドで 1 枚のリ
枚ずつ（2,500 局賞：3 枚，5,000 局賞：
12 枚）提出すること。

●

同じバンドで複 数 枚を提 出する場 合
は，最大 4 枚までとする。

●

すべてのリストに，
異なる局を記入する。

ク

関

クラスの新アワードが誕生
「よみうりアワード」との主な相違点

条第 1 項に準じて，「免許人が同一であれば，同一局

2,500 局，5,000 局，7,500 局について「よみうりアワー

●

のものとすることができる。ただし，社団局を含む

ド」では「証」の発行でしたが，各賞ともアワードと
して，賞状を発行することとし，アワード申請料が

ことができない」こととします。
●

して「SSB」が除かれていましたが，
「SSB」の特記

必要となります。
申請者はこれまで個人局に限られていましたが，ク

●

「全日本 10,000 局よみうりアワード」では，特記と

ラブ局からの申請を受け付けます。

も可能とします。
●

「よみうりアワード」の副賞であった総務大臣表彰に

●

申請者の交（受）信地点について，同一エリア内に限

ついては，同様に表彰を予定していますが，新アワー

られていましたが，日本国内の陸上とします。

ドでは「よみうりアワード」の後継としてのアワード

●

「複数のコールサインで取得した QSL カードは，合

のため，すでに「よみうりアワード」で受賞された局

算して申請できない」について，アワード規約の第 6

は含まないこととします。

JARL 全世界 10,000 局アワード
本アワードは「全世界 2,500 局賞」
「全世界 5,000 局賞」
「全世
界 7,500 局賞」
「全世界 10,000 局賞」があり，申請者の交信（受
信）地点は日本国内の陸上に限られ，相手局も陸上で運用した
局となります。
手数料は，各賞とも 1,000 円（JARL 会員でない場合は 2,000
円，日本国外の場合は IRC16 枚）です。
なお，毎年 3 月末日までに取得された方は，同年開催のハム
フェア会場で表彰式をおこない，「全世界 10,000 局賞」を達成
者には総務大臣表彰が贈られる予定です。

▲ JARL 全世界10,000 局アワード
「全世界10,000 局賞」賞状
▲

JARL 全世界10,000 局アワードのそのほかの各賞状

JARL 全世界 10,000 局アワードの名称および申請要件
アワード名称
1

2

3

4

申請要件

全世界 10,000 局賞取得 QSL カードの
条件等

全世界
2,500 局賞

2,500局以上の世界のアマチュア局と交信
（SWLは受信）
し，
別に定める条 件を満たした QSL カー ドをそれぞれのアマ
チュア局から各 1 枚得る。

全世界
5,000 局賞

5,000局以上の世界のアマチュア局と交信
（SWLは受信）
し，
別に定める条 件を満たした QSL カー ドをそれぞれのアマ
チュア局から各 1 枚得る。

ン」
「六大州・南極」の QSL（SWL）カードを得

全世界
7,500 局賞

7,500局以上の世界のアマチュア局と交信
（SWLは受信）
し，
別に定める条 件を満たした QSL カー ドをそれぞれのアマ
チュア局から各 1 枚得る。

（詳細は JARL Web アワードのページをご覧

全世界
10,000 局賞

10,000 局以上の世界のアマチュア局と交信（SWL は受信）
し，別に定める条件を満たした QSL カードをそれぞれのア
マチュア局から各 1 枚得る。アワード達成者には副賞を贈
呈する。

それぞれの賞に対して，交信（受信）局数のほ

か，規定数の「ARRL エンティティ」
「ITU ゾー
る必要がある。
ください）
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初心者におすすめ！

目標にしたい「定番アワード」紹介
ここでは JARL 発行アワードの中から，初心者の皆さんが目標にしやすい「定番アワード」をご紹介します。アワー
ドを獲得するためには，交信データと QSL カードの整理，未交信地域の確認などが欠かせません。アマチュア無線ラ
イフの充実とスキルアップを兼ねて挑戦してみてはいかがでしょうか。

AJD

All Japan Districts Award

WAJA

Worked All Japan prefectures Award

WAJA
Worked All Japan prefectures Award
「日本国内の 10 コールエリアのアマチュア局と交信

「日本国内の 1 都 1 道 2 府 43 県のアマチュア局と交信

（SWL は受信）し，QSL カードをそれぞれのコールエ

（SWL は受信）し，QSL カードをそれぞれの都道府県

リアのアマチュア局から各 1 枚得る」というアワード。

のアマチュア局から各 1 枚得る」というアワード。賞状

HF 帯以外でも目標の 1 つにしてはいかがでしょうか。

の周囲には鳥と植物があしらわれています。

JCC（100 〜 800）

Japan Century Cities Award

JCG（100 〜 500）

Japan Century Guns Award

「日本国内の異なる 100 〜 800 市のアマチュア局と交

「日本国内の異なる 100 〜 500 郡のアマチュア局と交

信（SWL は受信）し，QSL カードをそれぞれの市のア

信（SWL は受信）し，QSL カードをそれぞれの郡のア

マチュア局から各 1 枚得る」アワード。追加の 50 局ご

マチュア局から各 1 枚得る」アワード。追加の 50 局ご

とに発行されるステッカー（750 まで）もあります。

とに発行されるステッカー（550 まで）もあります。
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WACA

WAGA

Worked All Cities Award

Worked All Guns Award

「日本国内の全市のアマチュア局と交信し，QSL カー

「日本国内の全郡のアマチュア局と交信し，QSL カー

ドをそれぞれの市のアマチュア局から各 1 枚得る」ア

ドをそれぞれの郡のアマチュア局から各 1 枚得る」ア

ワー ドで，SWL 向けには HACA（Heard All Cities

ワー ドで，SWL 向けには HAGA（Heard All Guns

Award）もあります。2021 年 5 月

Award）もあります。2021 年 5 月

31 日 現 在， ルー ル上の現 存 市は

31 日 現 在， ルー ル上の現 存 郡は

815 です。完成者には希望により

379 です。完成者には希望により

「記念楯」を有償でお贈りします。

「記念楯」を有償でお贈りします。
▲

記念楯のサイズは 18 24
1.4cm（ 金 具 部 分 含む ）。
楯代は WACA と同一

▲

記念楯の見本。楯代は
会員：5,000 円，非会員：
10,000 円（送料込み）

バンド別 “ 交信局数 ” で得られるアワード
JARL ではシングルバンドで規定の局数（異なる局）
と交信（SWL は受信）し，QSL カードをそれぞれのア
マチュア局から各 1 枚得ることで申請できるアワード
を多数発行しています。周波数の低い順にアワード名
を紹介してきます。
135kHz-10 〜 100・475kHz-10 〜 100・10MHz-100・
18MHz-100・24MHz-100・50MHz-100〜1000・144MHz100〜1000・430MHz-100〜1000・1200MHz-10〜 500・
2400-10 〜 500・5600MHz-10 〜 500・10GHz-10 〜
500・24GHz-10〜500・47GHz-10〜 500・75GHz-10 〜
500
このほか 50，144，430，1200，2400MHz 帯のす
べて若しくはいずれかのバンドを使用して異なる 1,000
局以上のアマチュア局と交信（SWL は受信）し，QSL
カー ドをそれぞれの局から各 1 枚 得る という「V・
規定の交信局数で得られる，シングルバンド別のアワード例

U1000 〜 10000」もあります。
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ADXA

ADXA-HALF

Asian DX Award

JARL 発行の国際アワードです。ADXA は「アジア
州内の日本を含む 30 エンティティーのアマチュア局と
交信（SWL は受信）し，QSL カードをそれぞれのエン
ティティーのアマチュア局から各 1 枚得る」というルー

ル。ADXA-HALF は，申請に必要な QSL カードの数
が半分の「15 エンティティー」になります。
ADXAの対象となるアジア州内のエンティティーは，
下表のように規定されています。

ADXA で規定するアジア州のエンティティー（2010 年 4 月 10 日現在）
----3W･XV
4J･4K
4L
4S
4X･4Z
5B･C4･P3
7O
8Q
9K
9M2･4
9N
9V
A4
A5
A6
A7
A9
AP

Spratly Is.
Vietnam
Azerbaijan
Georgia
Sri Lanka
Israel
Cyprus
Yemen
Maldives（＊）
Kuwait
West Malaysia
Nepal
Singapore
Oman
Bhutan
U.A.E.
Qatar
Bahrain
Pakistan

BS7
BV
BV9P
B
E4
EK
EP-EQ
EX
EY
EZ
HL･6K-6N
HS･E2
HZ
JA-JS･7J-7N
JD1
JT-JV
JY
OD
P5

Scarborough Reef
Taiwan
Pratas Is
China
Palestine
Armenia
Iran
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
South Korea
Thailand
Saudi Arabia
Japan
Ogasawara Is.
Mongolia
Jordan
Lebanon
North Korea

S2
TA-TC
UA-UI8･9･0･RA-RZ
UJ-UM
UN-UQ
VR
VU
VU4
VU7
XU
XW
XX9
XY-XZ
YA
YI
YK
ZC4
(*) only Asian area

Bangladesh
Turkey（＊）
Asiatic Russia
Uzbekistan
Kazakhstan
Hong Kong
India
Andaman and Nicobar Is.
Laccadive Is.
Cambodia
Laos
Macao
Myanmar
Afghanistan
Iraq
Syria
UK Sov.Base Area on Cyprus

「JARL アワードマスター」認定制度
JARL が発行するアワードを複数取得した方を，そ
の取得枚数に応じて「プラチナ（100 枚）」
「ゴールド（50
枚）
」
「シルバー（25 枚）」
「ブロンズ（10 枚）」の「JARL
アワードマスター」に認定しています。対象は JARL
発行のアワードすべて（発行が終了したアワードも対

▲クラスに応じたピンバッジと認定証を
発行

象）で，特記や発行年月日が異なって発行されたもの
は別にカウント可能です。

※ JARL 発行アワードの詳細と申請方法，発行状況は，JARL Web のアワードコーナー（https://www.jarl.org/Japanese/1̲Tanoshimo/1-2̲
Award/Award̲Main.htm）をご覧ください。
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