
AADX規約改正意見

コールサイン 変更案 理由 その他

JA1XCZ 年齢もしくは"00" 変更する必要はない。賞状を参加局全員にPDFで発行

JH1EAQ CQ ZONEナンバー 桁数が増えるのは嫌だ。違うナンバーを送ってきた人（特にDX/CW）への説明がたいへん ・AAはDXコンテストだと言う事を認識しましょう。・そう言う趣旨ならHPに載せるだけじゃ無く、ココ数年の参加者

（もちろんDX含む）にアンケートメールを送るべきかと思います。・なんせ変更した内容はシッカリ周知してもらわな

いと定着するまで訂正要求ばかりでコンテストにならない状態になる事でしょう。・回答してくれた人＋ WWDXや

ARRLDX常連局 あてに次回の御招待メール（変更したルール付き）を絶対に送るべきです。（ルール変更の周知とDX参

加者倍増を目指そうよ！）

JE2VLG CQ ZONEナンバーもしくは誕生月 たしかに、以前から　年齢を公の空間に公示するというのは問題があると思います、年齢がわかるからコンテスト参加しない運用しない・・という

OMさんも多数おられたのも事実です、それとYLさんは00にという件もなんか、私は女性という、のを公表しているようなもので・・性差別につなが

るという意見も耳にしますですから、性とか年齢とか　なし　で、いわゆる世界グローバル向けのオールアジアコンテストなのですから・・私は

CQZONEナンバー25  でいいと思います、これが　第一希望案　です、そして　いやなんか他のコンテストのちがいを出したいAAコンテストらし

さ・・という点をだしたいということでしたら・・CQZONE 25のあとに、　誕生日の月　だけ　を交換しては、いかがでしよう少しプラスする感じ

ですが・・たかが　月だけですが、少し特色がでていいと思います・・これが第二希望案です・・　しかし　　誕生日　の　　月日まで交換するの

は、これまた　やり過ぎ感がありますね、誕生日を公表することになりますからこれもいろいろ問題があります、　　以上　意見を述べさせて頂きま

した

JF1NHD CQ ZONEナンバー 自分の年齢を送信するのが嫌だから参加したくない、参加していないというローカル局が数局います。また、私自身としても自分の年齢などプライ

ベートな情報はなるべくならば他人に知らせたくはありません。10代、20代の若い人は年齢をコンテストナンバーとして送っても気にならなく、逆

に、若い割りに頑張っていると主張できる面もあると思いますが、日本のアマチュア無線界全体が高齢化している現状では、年齢をナンバーとして送

ることに対して嫌悪感・違和感を感じる局が多いのではないでしょうか。

JG7AMD 変更に反対 コンテストナンバーの変更には反対します。すでに年齢をコンテストナンバーとするということが定着しているため、　変更直後のコンテストは間違

いなく混乱します。特にCWであれば訂正も難しく、呼んでくれたのにポイントにならない　QSOが多発することが予想されます。

JA9CWJ 変更に反対、どうしても変更ありき

ならばグリッドロケーター4桁の初め

の2文字

ALL ASIAN DX コンテストの送信ナンバー変更には反対です。現状維持です。昨今、個人情報云々言われていますが、HAMの場合、自局の情報を自

らQRZドットCOMやe-QSL、自局のホームページ等SNSで公開している局が多くいます、自分が生きて来た人生の年齢を隠したいとは思いません。

00でも99でも使いたければ使えば良いのです。

JA0BJY 開局年の西暦下２桁、または誕生日

（０１～３１）

年齢のナンバーを送るのはなんとなく抵抗があったので、今回の変更は賛成です。

理由：（１）ナンバーが短く、かつそれぞれの局でほどほどにばらける。

（２）従来の「年齢」と関連のある誕生月または誕生日もいいが、誕生月は０１～１２に限定されてしまう。

（３）運用地のGLもいいが、４桁は長い。

JH1ASG CQ ZONEナンバー ・21世紀が1/5以上経過した現在、『年齢』という個人情報の開示、やり取りには、強い違和感を持っています。

・CQ ZONEナンバーは、全世界の祭典CQ WW DX CONTRSTで採用されており、普遍性の非常に高いナンバーです。年齢と代えてAA DXコンテスト

で採用しても、現行規約に叶うものです。

JS1OYN 変更に反対 （2）意見募集の説明文で、「アマチュア無線のコンテストで、性別によってルールを変えることに合理性はありません」と言っているが、これは別

にルールを変えているわけでは無いと思います。「女性に対して年齢を尋ねるのは失礼である」という「マナー」に基づいてルールが作られているの

であり、ルールとして何ら問題ないと思います。さらに「少なくとも、日本のアマチュア無線家を代表する公的団体であるJARLが規約として掲げる

ことは不適切であると考えます。」と述べているが、先に書いたように性別を考慮したマナーとしてルールが作られているわけで、公的団体である

JARLの規約として不適切とは言えないと思います。（3）意見募集の説明文で、「また、年齢という個人情報を公開することに違和感を持つ人もお

り、「ナンバーを変えて欲しい」という意見も寄せられています。」とも記述されています。確かに年齢を公開したくないという人はおられると思い

ます。しかし一体何％の方が年齢を理由に参加しないのでしょうか？　最近5年と2000年のCW部門の参加者数は次のようになります。2021年　1656

名2020年　1897名2019年　1543名2018年　1395名2017年　1511名・・・2000年　868名これらから、本コンテストは年齢の表示をルールに入れて

いるにも関わらず、コンテストとして成長しているとまでは言わないにしても参加者数を減らすことなくコンテストとして成功している、と言えると

思います。年齢がコンテストの参加者数を減らしているわけではなく、むしろ年齢というユニークさが評価されてコンテストを成功させているとも考

えられなくもないと思います（正確には年齢を理由に参加しない人の数と同じく数で検証する必要があると思います）。参加者数から見ると本コンテ

ストは世界中の人に愛されおり、年齢は何ら問題になっていないと思います。（4）新しいコンテストナンバー案が列記されていますが、これは現状

のルールは絶対廃棄したいという委員会の意思の表示でしょうか？　上述したように、うまくいっているコンテストのルールをわざわざ変えるという

ことが理解できません。

JH6WHN 年齢もしくは”00”、可能であれば現

在の年齢によるナンバーを継続して

ほしい。

今年もALL　AISA　CWに参加しましたが、70歳以上のナンバーを送ってくれるコンテスターから、サイクル26は確実で健康維持していけば27までで

きるかもと夢がもらえています。一方、書かれているように性差別や個人情報の問題もあると考えますので、可能であればとしました。JARL

NEWSに書かれていませんがDXコンテストであるので、少なくともここ数年毎年参加している海外局にも意見を聞くべきではないでしょうか。

JH5GHM 意見無し 理由無し 2020年7月31日の「JARLコンテストの実施時期についての意見」を添付

JG1RRH ・CQ ZONE ナンバー・001 から始ま

るシリアルナンバー・運用地のグ

リッドロケーター4 ケタ・誕生月・誕

生日・ナンバーなし

私は、委員会案の中からコンテストナンバーに向かないものを排除し、残ったものに対して賛同しております。まず、人によって解釈が異なる可能性

がある事柄をナンバーとすることは避けるべきです。そもそも「開局」とは何か？無線局免許状に記載された免許の年月日なのか、免許状が交付され

て初めて QSO をした日なのか、一度無線局を廃止したが再びアマチュア局を開設した人は何をもって「開局」とすればよいか。開局の定義をコンテ

スト規約に明示したとしても開局年を忘れてしまった人はコンテストナンバーそのものを送信できなくなってしまいます。また、001 から始まるシリ

アルナンバーを除いて、コンテスト中に数字が変わるものも避けるべきです。私自身に経験がありますが、コンテスト中に誕生日を迎える人はコンテ

ストナンバーが変わります。全世界から参加するコンテストですから、日本は日付が変わっていても他の国は日付が変わっていないわけです。コンテ

スト中にナンバーが変わり他のバンドで交信した際に「ハッピーバースデー」と言ってもらえることにうれしさを感じる人もいるかもしれませんが、

こちらが正しく年齢をナンバーとして送信したにもかかわらず、交信相手が「コンテスト中に誕生日を迎える人はほとんどいないだろう」という思い

込みで、ミスコピーされる可能性が十分考えられます。

JA1BJI 年齢もしくは"00" 理由：世界的にもユニークなナンバーで長年開催し参加者に受け入れられてきているので。その他のコンテスト委員会の各案に対する意見は下記の通

りです。

4. 開局年の西暦下2ケタ（JA1RLなら57）　・DX局に規約が理解され難く、また複数局を開局している参加者はどの局の開局年にするか規定が複雑

になるため反対します。

5. 開局からの年数（JA1RLなら65）　・DX局に規約が理解され難く、また複数局を開局している参加者はどの局の開局から計算するか規定が複雑に

なるため反対します。

6. 誕生月（6月12日生まれなら06）　・「個人情報に対する意識の進化に伴い、本規約を改定する」のであれば、年齢から個人情報の一部である誕生

月へわざわざ変更する意味が無いので反対します。

7. 誕生日（6月12日生まれなら12）　・「個人情報に対する意識の進化に伴い、本規約を改定する」のであれば、年齢から個人情報の一部である誕生

日へわざわざ変更する意味が無いので反対します。

9. ナンバー無し　・ナンバー無しだと、もはやコンテストなのかどうか分からないので反対します。
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JK1FNN 自分のイニシアル（ミドルネームを

除くアルファベット２文字とする。

漢字やキリル文字等は発音上それに

相当するアルファベットを充てる

か、あるいは自分の通称等をもとに

自由に定めてよい）

・年齢が個人情報であり、現代においてコンテストナンバーとして不適格であることは同感である。・しかしその一方、他のコンテストにはないユ

ニーク性があったことも確かである。・そのユニークさは個人的には棄てないでいただきたいと思う・コンテスト委員会の想定案を拝見すると、

１・２には他のコンテストで多く使われ、斬新さが感じられない　３はハムGLマップ等で後検索が可能であるのと、GLに興味がない参加者を排除す

る結果になる　４は現有コールサイン基準なのかどうかの解釈で混乱のもと　５は計算間違いの可能性が高い　６・７は誕生月も誕生日も重要な個人

情報。（暗証番号の一部にしている人も多いはず）　また４～７はルール変更が周知されない参加者がいても他から判別できない欠点あり　８はもは

やあり得ないであろうことはコンテスト委員会のご意見の通り　９もコンテストナンバーの意味合いからしてあり得ないし、「コンテスト参加中を示

すID」を送出しないので混乱のもと

7N4TEN 変更に反対 ぜひ従来通り年齢をコンテストナンバーとして残してください。理由は次の通りです。・年齢符号こそがAAコンテストの楽しみである。・このユ

ニークなナンバー交換がAAコンテストを成長させてきた。・女性も00でなく実年齢のナンバーを送って良い規約となっている。・ハムフェアで女性

を無料とする団体が、女性だけ00と言えることを不適切と呼ぶのは論理的でない。・年齢符号を嫌うハムが参加できるコンテストは、ほかにいくら

でもある。<2>文面からは印象のみにより「規約を改定することが必須である」と決定したと読み取れます。これは承服できません。もし年齢符号が

嫌われて参加者が減ったというなら、その根拠を示してください。年齢符号が不適切であるという意見が届いているなら、その出どころと数を紹介し

てください。

JR1GSE 開局からの年数 今までの年齢を引き継ぐものとして、一番考え方が近いから。外のコンテストとは違うユニークさを保持してもらいたい。

JE1SPY ナンバー無し オールアジアDXコンテストに1970年代から40年以上、毎年参加しています。アマチュア無線局数のみならず、日本全体が減少傾向にある、この30年

間で、オールアジアDXコンテストは毎年、全世界からの参加局数が増加傾向にある、日本に於いて右肩上がりの貴重なコンテストだと思います。70

～80年代は交信相手がいないバンド（特にローバンド）がありました。コンテストナンバーを年齢としたのは、JA対世界を交信対象とせず、アジア

対世界を対象としたことと合わせて、アジアを含めた全世界に終戦後JAの心をアジア諸国と全世界へPRした、戦後OTの皆様のユニークな英断と敬意

を表します。（ドイツDARCのWAEコンテストも、ドイツ対全世界としなかったことや、QTCルール等、同様の工夫が、個人的には感じ取れます）

しかし、コンテスト委員会の御検討通り、昨今の個人情報保護を配慮すると、ナンバールール変更はやむを得ないと考えます。「短時間でより多く、

正確に交信する」コンテストを追及し、且つ全世界からの参加者をより促進するよう、シグナルレポートのみの交換を提案させて頂きます。実際、

ルールを知らないDX局に「あなたの年齢は？」と聞くのは、今の時代は非常に違和感を抱かれる結果となっています。CQWW160mコンテスト等、

世界的にもシグナルレポートのみのコンテストの事例もあり、好評を博している実績があります。実際、非常にスピーディーでスムーズな交信が進み

快適です。より一層、全世界からの参加者が増え、活性化すると考えます。正確な情報交換の技量を競うコンテストの目的はコールサインを交換しあ

うことで、十分に達せられると考えます。ゾーンやグリッドロケーター等、新たなマルチとなる要素に変更すると、過去からの記録の連続性の面で

も、デメリットがあります。従来、年齢はマルチとは無関係でしたので、ナンバー無として、同じ基準で得点記録の連続性を保つことは、スポーツ競

技としてのコンテストのクォリティーも維持できると考えます。以下、代替案のデメリットを示し、ナンバー無が優位と考えられる根拠です。・CQ

ZONEナンバー（日本は25）　過去からの得点記録の連続性がなくなる　・001から始まるシリアルナンバー　CQWWWPXコンテストの経験から

も、交信の難易度が増し参加人気が落ちることが　懸念される。・運用地のグリッドロケーター4ケタ（東京都豊島区大塚ならPM95）　過去からの

得点記録の連続性がなくなる　・開局年の西暦下2ケタ（JA1RLなら57）　複数局を開局している場合や、一旦免許を切らして、再開局した場合な

ど、　混乱も予想される。・開局からの年数（JA1RLなら65）　複数局を開局している場合や、一旦免許を切らして、再開局した場合など、　混乱

も予想される。・誕生月（6月12日生まれなら06）　月だけとしても個人情報の問題は残る。・誕生日（6月12日生まれなら12）　日だけとしても個

人情報の問題は残る。　・年齢もしくは"00"　年齢は個人情報の問題あり。00では交換し合う意味がない。ご高配、ご英断をお願い申し上げます。

JJ3TBB CQ ZONEナンバー 理由としましては、コンテストナンバーを変更するにあたり、現在使っているログソフトの定義ファイルを変更せず、そのまま使えることが望ましい

と考えるからです。001から始まるナンバーについては、ログソフトによって"001"と入力しても "1" になったり、3桁以上に対応していない可能性が

考えられます。グリッドロケーター4ケタについては、ログソフトの定義ファイルの変更が必要になる（例えば"PM95"の"PM"が入力できない）ので

好ましくないと思います。開局年を基準とするナンバーについては、特に開局が古い場合自局がいつ開局したか覚えていないこともあるし、開局当時

の資料も残っていなかったりしてエビデンスを示すことも難しいと思います。誕生月や誕生日とするナンバーについては、マルチオペ局の場合どうす

るか（例えば、平均にするのか）の検討が必要になります。ちなみに、マルチオペ局の場合、平均というのは、参加予定だった人が当日欠席したり、

飛び入りで参加する人が生じるケースもあり好ましくないと思います。ナンバー無しとすると、コンテスト外のDX局（例えばペディション局）との

交信を入れてしまう可能性もあり、好ましくないと思います。

JA3AHD 変更に反対 私は1957年12月開局自作機器でA3通信を楽しみ、結婚後は借家生活、好きなハム活動する経済的余裕も無くjarl会費も支払い出来ず一時中断1970年代

に頑張って家を42才で新築、同時に待望のFT-101セパレートタイプとFL-4000のリニア更にタワーと大型トライバンダーANTを設置し、免許交信して

200Wで初AAコンテストに参加、大声で4259を送信、AAの虜に更にDXの面白さの虜となって約10年間は継続し1時はJARLより近畿一番の賞状を、そ

して現在はFT8に変わりDXCC217となっている。SSBの時代は年齢呼称が楽しみに又、QSO時に英語でOh.OMとの声がけが楽しみで有った。私はAA

に依りDXの楽しさを教わり成長も過言では無く、AAを先生と思っているので是非ルールとして残して欲しい。ビバ!!AA追伸　現代と異なり42~50才

の時は200WSSBと大型ANTで良く届きました。             ハム活動一辺倒でロケ選らんで家も新築出来た良き時代でした。今は　　　邂逅の時代を過

ごしてます

私は来年3月で満年齢90歳で要介護3認定で歩行困難、右手強度のパーキンソン病で手足共に痺れで箸使いと物を持てず

又、耳・目は補聴器と大きな眼鏡でkeyは人差し指打鍵で時間必要と、でもボランティアの助けを受け、ハム活動中で

す。

設備小型化してIC-7300 100WでFT8のQSO、WIN 11 を2台の使用。古いタワーそのまま使用、3段18m,ANTは2つ撤去し

大型は5エレのトライバンダー14/21/28とFDの7/10の2本のみで、近年はV/UHF化に移行中です。高齢ハムの活動存続為

に

意見前にJARLのボランティア制度の設置確立をお願いします。

JF1PEQ 年齢もしくは"00" 以前は「女性に年齢を聞くのが失礼」を理由にした紳士淑女のコードであったかとおもいます。日本では女性に年齢を聞くのが失礼だという考え方も

あるかと思いますが、アジアでの事例を見ると中国では女性に年齢を聞くことは男性に聞く場合と大差なく、これが失礼というわけでもないです。

男女別のルールは公平でないと言われている昨今ですが、個々の行為が失礼であるかどうかも国地域によって異なります。 年齢を答えることを快く

思わない方々もいらっしゃることを考えると、性別などを区別せずに 年齢または00が良いかと思います。年齢をレポートとするコンテストはALL

ASIAN以外には皆無かと思います。「マルチとはまったく関係無く一桁ナンバーの若いオペレータが14MHzで高速CWを送ってきたり、ベテランオペ

レータが今年も一つ増えたナンバーを送ってくることに感動するということもありました」という経験が得られる唯一無二な場であることに共感し、

年齢をレポートとすることに賛成しながら、性別や国地域での文化に適応できるルールとして「年齢もしくは00」に賛成します。

JH8UUR ００１から始まるシリアルナンバー 単純な連番なので、分かりやすい

JA1QGS 局に許可された最大出力の数字をナ

ンバーとすること。例えば、

50,100、200
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AADX規約改正意見

コールサイン 変更案 理由 その他

JM3ROY GL4桁 ・ナンバーが「ＧＬ４桁」というのは、シンプルで万人に受け入れられやすい。・ナンバーが「ＧＬ４桁」というコンテストは、あまり多くないの

で、面白い。・他のナンバーの候補の多く（例えば、誕生月日とか、開局年数など）は、本人以外のものがその妥当性を検証できないかまたは難しい

が、「ＧＬ４桁」は誰でも検証できる客観性がある。世界最大の人気コンテストであるＣＱＷＷコンテストが広く長く支持されているのは、そのコン

テストナンバーが年度や運用状況によって変わることがなく、常に一定だというシンプルさと客観性も、その理由ではないかと思います。私の意見は

以上です。どうぞよろしくお願いします。新しいナンバーで交信できることを楽しみにしています。

JF3IYW 001から始まるシリアルナンバー 積極的な賛成理由はないが、その他の案には賛同しかねるので、消去法でこの案に賛成する。1. CQ ZONEナンバー（日本は25）→反対。日本主催な

のに、CQ ZONEナンバーというのに違和感がある。また、ナンバーが容易に推定できる。3. 運用地のグリッドロケーター4ケタ（東京都豊島区大塚

ならPM95）→反対。グリッドロケーターの認知度に疑問がある。参加局が減りかねない。4. 開局年の西暦下2ケタ（JA1RLなら57）→反対。免許状

からは開局年を知ることができない。自分自身、今のコールサインの開局年はわからない。5. 開局からの年数（JA1RLなら65）→反対。免許状から

は開局年を知ることができない。自分自身、今のコールサインの開局年はわからない。したがって、開局からの年数もわからない。6. 誕生月（6月12

日生まれなら06）→反対。年齢同様、個人情報の観点からみると、誕生月も開示に抵抗がある人が一定数いると思われる。7. 誕生日（6月12日生まれ

なら12）→反対。年齢同様、個人情報の観点からみると、誕生日も開示に抵抗がある人が一定数いると思われる。8. 年齢もしくは"00"→反対。規約変

更を行わないのであれば、賛成であるが、00は女性への配慮という、コンテスト発足時の概念を捨てるのであれば、00の意味がない。9. ナンバー無

し→反対。コンテストムードがなくなる。交信成立の達成感がない。

JF2QNM 10代はA、20代はB ポイントをAは5点、Bは4点などにするとA,Bをコピーする価値が出てくる。 1.マルチシングルの場合、ランとマルチのTX毎に、10分ルールがある。これでは、シングルオペより楽しめないので、10

分ルール廃止を要望します。これにより、クラブも2bsiqができ、ニューマルチも取れるので楽しめます。

JH6FTJ 変更に反対 なぜ不適切とみるのが、理由がわからない。男性に73、女性に88と送ったら差別なのでしょうか？？　私の趣味に囲碁がありますが、色々なタイト

ル（棋聖、名人、本因坊、）などがあり、男性も女性も同じで行われておりますが、なかなか女性でタイトルを取ることが難しく、まだ女性で獲得し

た方はいらっしゃいません。　そこでなのでしょうか、女流棋聖、女流名人、女流本坊などがあります。　女流棋士は、男性の棋士と同様に男女混合

の一般棋戦に参加すると同時に、女流しか参加できない女流棋戦に参加することができます。　言えば、男性差別です。　「年齢という個人情報を公

開することに違和感を持つ人もおり、ナンバーを変えて欲しい」、とありますが何人の方がおっしゃたのでしょうか？？　100人、200人？？私もコ

ンテスト委員長をしておりますが、一人一人の意見を尊重したいというのは判りますが、それをやっていたらコンテスト規約が成り立ちません。

QRZ.com及びホームページなどに個人情報は、散乱しております。　QRZ.comは会員ですので、住所も判ります。　今日は、何をした、何処に行っ

たなど個人情報を発信されてされている方もいらっしゃいます。今更、年齢などは問題ないでしょう。　「現在の規約を維持することは問題であると

判断し、改定します。」とありますが、少数のクレーマーは無視して良いのではないかと考えます。

JG1UQD 干支

JA3IBU 変更に反対 1)女性に年齢をと問わないのは普遍の良識であり「性別によりルールを違えるのに合理性はない」の判断は画一的で誤っている。

2)女性のコンテスト参加者自らが「00」の代わりに実年齢のナンバーを希望するならそれも可とすればよい。

3)以前に男女を問わず「00」の使用を認めた際に上位ランク者の多くが「00」を使用との事だが、そうまでして上位になりたい輩がいるとは浅まし

い限りである。

4)コンテストNo.に年齢を使うユニークさを堅持すべき。

5)JARL提案のコンテストNo.に対するコメント

    ・CQ Zone No, 001からの連番

　　　他のコンテストでも使われておりユニークさは全く無くNG

　・グリッドローケータ

　　　ミスコピーしても調べれば訂正可能で意味ない

　・開局年の西暦下2ケタ：ユニークさはあり調べて後書も困難

　・開局からの年数：同上

　・誕生月：1～12の範囲で難易度が低い

　・誕生日：1～31の範囲で前項同様に難易度が低い

　・年齢もしくは「00」：女性参加者に限定するなら可

　・ナンバーなし：コンテストとして意味なく問題外

以上

JK1JHU 変更に反対 ALL ASIAN DX CONTEST(以下、AA)は、ナンバーが年齢であることで、特徴的なコンテストになっていると考えます。他の多くのコンテストのナン

バーは、地域を示すコードや 001 形式で、競技としての文字列交換だけであるなら、それらは合理的であり、だからこそ無味乾燥なものです。運用

者は誰でもあまり関係なく、局と信号の情報をやりとりすることで、交信が成立します。一方 AA は、年齢という運用者の生身の人間としての数値で

ある年齢をナンバーとして交換します。このことにより、AA に特徴付けがされていると考えますし、今回の改正の発議に至った理由かと思慮しま

す。昨今、個人情報保護が叫ばれています。何をもって個人情報とすべきか、またその扱い方によるメリット・デメリットは何かを、「アマチュア無

線の範疇」で冷静に検証するべきと考えます。アマチュア無線は人と人が、通信をする趣味ですので、お互いの情報を、QRA や QTH などを、適切

に交換しないと成り立っていきません。名前や市郡区聞かれて、個人情報に触れる、など言うことはあり得ません。コールサインこそ特定する情報で

すが、局の基本情報は公開されています。コールブックには住所、電話番号も一部公開されています。世間一般の個人情報に関する線引きとは異な

り、アマチュア無線は、相互信頼に基づく一段上位にある、コミュニケーションをベースとしたコミュニティであると信じます。通常に、人と人がコ

ミュニケーションを深めていく上で、年齢は一つの大きな要素です。それを知ることで、親近感や同世代感などで親密になるものだと考えます。無線

の中で、年齢が知られることでのデメリットは何があるのでしょうか？ 私には理解が及びません。今年の AACW では、W の局がバリバリさばいて

いて、耳がいいなと思ったら、5NN80。BY の高速電信な局の NR が、5NN11 と驚かされ、短いコンタクトの中で、相手を想うコミュニケーション

が醸成されたと感じました。DX コンテストは、W、EU に中心があり、ASIA、特に JA はまさに Far East な位置づけです。そこが中心にはなれませ

ん。欧米主催の DX コンテストとは異なる位置付けで、相手を想いやれる「和」なコンテストとして、年齢 NR を継続することが、よいと考えます。

また、現状の無線界では、若い年齢は貴重であり、部門を分けてプロモートしてもよいのではないかと考えます。例えば、20 代以下部門、30 代以下

部門などを設けて、年齢により得点を変える。20 代以下との交信は得点 5 倍。30 代以下との交信は得点 2倍などで、呼ばれるように。 NR が年齢で

あるからこそ、できる施策です。もう一つ課題として、男女平等ということがこれも世間一般では常識的に言われています。男女比というのは、ほぼ

5:5 ですが、アマチュア無線界において YL 比率はどのくらいでしょうか？ 相当に希少であるので、YL 局というのは特別な扱いを受ける存在であり

ますし、それは、今後も変わらないと考えます。この状況が、男女平等に反する、という感覚は、無線界の中では無いと感じていますが、どうでしょ

うか？YL が相当に少数の趣味の世界で、世間一般で言う男女平等に固執することは、どこか無粋に感じます。YL を別部門にした雛コンテスト等も開

催されていますが、これは男女平等に反するとんでもないコンテストなのでしょうか？ YL と OM しか略称が無いことは、LGBT を軽んじているとか

いうことになるのでしょうか？ AA では、YL は年齢もしくは 00 を選択できるルールですが、これが男女平等に反すると、誰が言っているのでしょう

か？ もし、JLRS 等が言っているのであれば、私も考えを少々改めなければならないとは思います。折衷案としては

OM 局 YL 局と分けずに、シングルオペとして、OM、ＹＬ共通の規約として、YL は年齢の代わりに"00"(ゼロゼロ)も可と

する表記変更案です。ここには差別も区別なく、YL に配慮をしただけです。世間一般で言うところの、そういう平等風

潮は理解しつつも、紳士淑女の集う趣味の団体として、大所高所に立った、ご判断に期待いたします。今回の意見募集で

は、「・・・・、現在の規約を維持することは問題であると判断し、改定します。」 と記されていましたが、誰がどうい

う経緯で判断したのでしょうか？ 改定します とありますが、どういう手続きで改定を決定した、決定できたのでしょう

か？その手順、説明が抜けていると強く感じますし、もし、会員の意向を確認せずにコンテストの規約の改定を独断専行

的に決定した、ということであれば、その組織に問題があると考えざるを得ません。この点についての説明を要望しま

す。
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AADX規約改正意見

コールサイン 変更案 理由 その他

JA9MJR 開局年の西暦下2ケタもしくは開局か

らの年数

ただ、開局についての定義を明確にすると思います

コンテストに使用しているコールサインについての開局年か

途中、再開局している局もあると思われるので初めてアマチュア無線局を

開局した年なのかが明確化されれば、問題ないかと思います

以下の件はには反対

6. 誕生月（6月12日生まれなら06）

7. 誕生日（6月12日生まれなら12）

「20年間の変化、性差別と個人情報に対する意識の進化に伴い、本規約を改定することが

必須である」と前提されるなら

月であれ、日であれナンバーに使うことは行わない方が良いかと思います

JA3AOP シリアルナンバーまたは＜５０、２

００，１ｋ＞など出力電力の概数

CQ ZoneナンバーはCQmagazine社が決めたZoneであり、CQWWではDXエンティティーに加えてマルチとして用いられています。

マルチ計算の規則を変えないのであればCQZoneを採用するのは不適切である。むしろJARLも属しているITUZoneを使うべし。

現在のルールの「年齢」でも、時には「001」とシリアルNo.を送ってくる局に説明が容易でない（混信、QRNの多い中）のに誕生日や開局年などま

すます説明困難となる。

また誕生月は１月、２月のように数字で表現よりJan,Feb,のように月名で呼ぶ国が多いので混乱が生じる。

最近のコンテストではYOTAcontestが年齢をExchangeに使っているし、得点が年齢によって変わる。

All Asia で年齢がわかって交信相手との親近感が増すこともしばしばあったので、この変更は残念な気もする。

JE4XWS 運用地のグリッドロケーター4ケタ 年数は再開局などスタート地点が微妙

誕生月日はクラブ局には向かない

ZONEもよいが、GLの方が相手局の距離や方位がわかって面白いと思われる。

JI7OED 年齢もしくは"00" 60年以上にわたって続いてきた年齢ナンバーを続けて欲しい。

00を使用する局が多数あってもやむを得ません。

7N3OEP ナンバーなし(RST符号による信号レ

ポートのみの交換)

(1)女性オペレーターが、年齢=00を送信することで、自分自身が女性であることを明かすこととなり、何らかのハラスメントにあう恐れがあること。

(例：見知らぬOMからのストーカー行為、ジャミングなど)

(2)児童オペレーターが、年齢を送信したことをきっかけに、「子供を狙った犯罪」に巻き込まれる恐れがあること。

(3)トランスジェンダーのオペレーターが、従来　年齢=実年齢を送信していたところ、ある年から年齢=00を送信すること(又は逆パターン)で、トラ

ンスジェンダーであることを意図せず公開してしまうこととなること。(アウティングなどのジェンダーハラスメントの恐れあり) また、トランスジェ

ンダーのオペレーターが年齢=00を送信して良いかどうかの判断がつきづらいこと。

(4)実年齢、開局年、開局からの年数などを送信することで、これらの大小に基づくマウンティングやエイジハラスメントが発生する恐れがあるこ

と。

(5)QSOをなるべく手短に済ませる観点から、ナンバーを短くすることが望ましいこと。

(ナンバーが長いと待機局の待ち時間が増える、送受信誤りをしやすくなる、ナンバー交換／再送中に電波伝搬状況が急変するなどの欠点／恐れがあ

ること)

(6)短時間に多数のQSOを捌く際に、シリアルナンバーの数え忘れ・誤送信に気づかない恐れがあること。

(7)CQ ZONEナンバーやグリッドロケーター4ケタが必要な場合、コンテスト前の準備事項が増えることとなり、煩雑であること。また、グリッドロ

ケーターを電話で送信する場合、(例えば、PM95→パパ マイク ナイン(ナイナー) ファイブ(ファイフ)のように)送話することとなり、送受信に手間取

る、コールサインの一部と誤認されるなどの恐れがあること。

JJ1HHJ グリッドロケータ6桁(サブスクエア

まで)

ポリティカル・コレクトネスが謳われる昨今、もちろんありとあらゆることを西欧風にすべきとは思いませんが、

公然と性差を生み出すコンテストナンバーの設定や、年齢を詳らかにすることを要求するナンバーは、少なくとも

2020年代においては有り得ないものと考えます。その点で変更を前提とした本件意見募集に賛同し、案8に反対します。

案1・案2・案3はDXコンテストとしては自然ですが、独特のナンバー構成で知られていた当該コンテストを

変更することに鑑みると、独自性に欠けるように個人的には思います。

案4・案5はその点で面白く、賛成します。但し、これもキャリアが短い局が馬鹿にされる風潮が……のような

議論が有り得るため、ある程度の反対意見があるならば導入すべきでないと考えます。

案6・案7は、過度にパーソナルな情報であるという観点からは、或いは避ける方が無難かも知れません。

案9の趣旨は「信号レポートのみ」ということかと思いますが、現行規約では「ナンバー」をレポートと

その他の文字列と規定しており、レポートをも廃止する意図とも読めます。賛成も反対も致しません。

その他、いずれにしてもマルチプライヤーとしては関係ないのであれば、同じ文字列ばかりにならないよう、

例えばグリッドロケータ6桁(サブスクエアまで)というのも面白いと思います。
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