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レピータ活用ガイド 
JARL NEWS 秋号に、レピータの活用ガイドが掲載

されており、解り易く書かれていますので、一部抜粋

して転載致しました。 

レピータのシステムを知る 

レピータとは？ 
レピータはⅤ／Ｕ／ＳＨＦ帯のハンディートランシ

ーバーなどの小さなパワーのトランシーバーでも，広

範囲に交信が楽しめるシステムです。 

レピータはボランティアの管理団体の協力で，電

波の飛びのよい山や，ビルの屋上などに設置され，

ハンディーやモービル局の電波をキャッチし，交信相

手局に中継してくれます。 

レピータの周波数のリストはＪＡＲＬ Ｗｅｂにも紹介

していますが，このリストに表示された周波数をダウン

リンク周波数と呼び，レピータが利用者に対して送信

してくる周波数です。利用者はこの周波数を受信す

ればレピータが中継している信号をモニターすること

ができるのです。自分が中継してもらいたい音声を送

信する周波数のことをアップリンク周波数といいます。

レピータを使用した交信は，このように送信，受信で

異なった周波数を使っておこなうのです。 

ＪＡＲＬが開設しているレピータ局は，ＦＭの電波を

中継するアナログＦＭレピータとデジタル音声やデー

タを中継するＤ-ＳＴＡＲレピータがありますが，この特

集では，アナログＦＭレピータを主に紹介していきま

す。 

ダウンリンク周波数とアップリンク周波数の関係は，

下の表のとおりで，たとえば 430MHz 帯の場合，ダウ

ンリンク周波数-5MHz がアップリンクの周波数となり

ます。 

また，レピータを働かせるためには，送信する信号

に 88.5Ｈｚのトーン信号をミックスする必要があります。

このトーン信号がレピータの送信スイッチになるので

す。「送受信で周波数を切り替えたり，トーンをミックス

するって？なにそれ？そんなの面倒くさいよお・‥」と

思う方もいらっしゃるかも知れませんが，レピータ運用

が盛んな 430MHz 帯や 1200MHz 帯の，現在市販の 

 

ハンディー機やモービル機などは，周波数をレピー

タのダウンリンク周波数に設定すると，自動的にレピ

ータを使用する設定に切り替えてくれるモデルがほと

んどですから，通常，トランシーバーの設定は気にす

ることなく，レピータを利用して交信を楽しむことがで

きます。 

近年，一部のレピータ局については，周波数の組

み合わせに大小逆の組み合わせ（＋シフト）を使用

するケース，トーン周波数 77Ｈｚを使用するケース，イ

ンターリブ周波数（奇数周波数）を使用するケースな

どもありますが，後述するトランシーバーの自動設定

機能の恩恵にあずかれないなどのマイナス面もありま

す。 

アナログＦＭレピータの仕組み 

 439.88MHz のレピータを使用する場合の，レピータ

の働きは次ページのとおりです。右図の赤い点線内

が，レピータ装置全体のシステムです。レピータはア

ップリンク周波数の受信機（Ａ）とダウンリンク周波数

の送信機（Ｂ）を組み合わせた構成になっています。

送受信のアンテナはデュプレクサーと呼ばれる送受

信用のフィルター（Ｆ）を使用して共用されることが多

いようです。 

まず，受信機でＡ局がアップリンク周波数（434.88

MHz）で送信した信号（①）を受信。音声信号は，送

信機の音声入力に送り込まれますが（②），一方でＣ

ＴＣＳＳデコーダー（Ｃ）にも送り込まれます（③）。 

 「ＣＴＣＳＳデコーダー」はＡ局が送信してきたアップ

リンク信号に 88.5Ｈｚのトーン信号が含まれているか

否かの検出回路で，もし 88.5Ｈｚの信号が含まれてい

る場合，起動制御部（Ｄ）に送信機をＯＮにする指令

を出して（④），アップリンク受信機が受信した音声を

ダウンリンク周波数（439.88MHz）に中継送信します

（⑤）。Ｂ局はダウンリンクの周波数を受信することで，

Ａ局の送信した音声を聞くことができるのです。 

もちろん，Ｂ局がＡ局を呼び出す場合も全く同様で

す。 

  またレピータシステムには連続送信を防止するた

めの，タイマー回路（Ｄの一部）が設けられ，一定の

時間送信状態が続くと，音声やモールス符号によるＩ

Ｄを発射して，送信を一時停止するようになっていま

す。 
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▲1980 年代にアメリカのメーカーで製作された 430MHz 帯レ

ピータ装置の例。システムの内容が非常にわかりやすい構造

になっています。 

周波数帯 
アップリンク

（送信）周波数 

ダウンリンク

（受信）周波数 

周波数

の差 

29MHz 帯 
29.51～29.59

MHz 
29.61～29.70

MHz 
100kHz

430MHz 帯 
434.00～435.

00MHz 
439.00～440.

00MHz 
5MHz 

1200MHz 帯 
1270.00～12

73.00MHz 
1290.00～12

93.00MHz 
20MHz

2400MHz 帯 
2405.00～24

07.00MHz 
2425.00～24

27.00MHz 
20MHz

5600MHz 帯 
5725.00～57

30.00MHz 
5765.00～57

70.00MHz 
40MHz

10.1ＧＨｚ帯 
10.17500～1

0.18000MHz 
10.24500～1

0.25000MHz 
70MHz

 

 
 

 
上段ページに紹介したレピータ装置の内部（左が底部、右が

上部）上の図と比較してみましょう。 

 
430MHz 帯レピータ局に使用さ

れているデュプレクサーの例。 

レピータの利用方法 

 
▲レピータを使用した交信のイメージ 

手軽な 430/1200MHz 帯の FM レピータ 

 すでに説明しましたように，アナログ FM レピータは

送受信用の周波数に，異なる周波数を使用し，レピ

ータ装置の送信機のスイッチを ON／OFF するため

に，88.Hz のトーンを使用しています。 

古い無線機でレピータ運用をおこなう場合，29MH

z や 2400MHz 以上のレピータなどを使用する場合な

どには，送受信周波数差（オフセット周波数）の設定

や 88.5Hz のトーンエンコーダーの設定をあらかじめ

おこなう必要がありますが，レピータ運用が盛んな 43

0MHz 帯，1200MHz 帯の場合，現在販売されている

430MHz 帯，1200MHz 帯用の FM トランシーバーに

は，トランシーバーの受信周波数をレピータのダウン

リンク周波数に設定すると，自動的にオフセット周波

数とトーンの設定をしてくれる機能が装備されていま

すので，簡単にレピータを活用することができます。 

各社の名称は異なりますが，内容は共通で「受信

周波数をレピータのダウンリンク周波数に合わせると

オフセット周波数の設定と 88.5Hz のトーン信号が自

動的に設定されレピータへのアクセスが可能となる機

能」です。各社モデルとも，標準設定でこの機能が O

N になっています。 

通常は ON のまま使うことをおすすめします。機能

設定を解除（OFF に）した場合，レピータ使用時に設

定操作が必要になりますので注意が必要です。設定

変更などの詳細は，お使いの機種のマニュアルを参

照してください。 

逆シフト（＋シフト）のレピータやアクセストーンの違

うレピータの場合は，個別に設定をおこなう必要があ

ります。 

レピータ利用の交信は簡潔に 

レピータはハンディートランシーバーなどの，小さ

なパワーでも広範囲に交信を楽しむための便利なシ

ステムです。レピータのカバーエリア内には，多くの

利用者がいます。レピータには長時間の連続送信を

防止するため，タイムアウトのタイマーが設定してあり

ますが，レピータを使った交信はできるだけ多くの利

用者が効率よく運用できるように，簡潔明瞭に手短な

交信を心がけましょう。 

無意味なカーチャンク（レピータの起動を確認する



 2009 年 11 月 01 日 発行 第 05 号   通刊 278 号  毎月 1 日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                        Page３ 

無変調の送信）も周りの利用者の迷惑になる場合が

ありますので，できるだけしないようにしてください。 

 D-STAR レピータの運用について 

アマチュア無線でもデジタル通信が広まりつつあり

ます。JARL が開発・推進しているデジタル通信シス

テム「D-STAR」です。日本で生まれたアマチュア無

線のためのデジタル通信システムですが，米国やヨ

ーロッパで大流行となっていてD-STARレピータが急

速に普及しています。 

D-STAR レピータは FM のレピータとは異なり，複

数のレピータを介した通信ができるため，交信可能

範囲が格段に広がります。また，外国との交信も可能

であるため世界的に普及しつつあります。 

 D.-STAR の詳細や D-STAR レピータの運用状況に

ついてきましては，下記の Web サイトや「JARL NEW

S2007 年秋号」の特集が参考になります。 

http://www.jarl.or.jp/Japanese/7_Technical/d-Star/

d-Star-ip.htm 

http://www.blog.gOO.ne.jp/jarl_lab 

レピータ関係 FAＱ 

 レピータの開設や運用などについて，JARL 事務

局によくお問い合わせをいただく内容をまとめ

てみました。 

Ｑ レピータ局の種別について教えてください。 

Ａ 

レピータ局には大きく分けて JARL が設置・運用に関

する経費を負担する直轄局と,ローカルの方々で管

理団体を結成し設置・適用の経費を管理団体で負担

する団体局があります。 

FM レピータの直轄局は,関東を除く各地方本部区

域内と沖縄に各1局ずつ,問東には2局置かれていま

す D-STARレピータの直轄局は, D-STAR実用化実験

で運用開始した局の一部と,実用化実験後に各エリ

アに置いた局があります。現在国内で運用中のレピ

ータ局の大部分は団体局となっています。このほか

に,連用周波数帯, D-STAR/FM のモード別などの分類

ができるでしょう。 

Ｑ 
自分たちだけで使えるチャンネルとしてレピータ局

を開設し独占できますか。 

Ａ 
特定のグループだけが利用することを目的としたレ

ピータ局は開設できません。 

Ｑ 

①� レピータ局を利用していたら,管理団体から利

用料を請求されました。払わなければならない

のですか。 

②� レピータ局管理団体の財政が苦しいので,利用

者に利用料を請求できますか。  

Ａ 
レピータ局管理団体は,利用者に料金を請求するこ

とはできません。 

Ｑ 
レピータ局を長時間使用していたら,中継が止まっ

てしまったのですがなぜ? 

Ａ 

独占使用を防止するために,レピータ局には一定時

間以上の中継を切断する機能があります。他の利用

者に配慮し,簡潔な交信を心がけてください。 

Ｑ 管理団体の要件について教えてください。 

Ａ 

レピータ局を設置・運用するには,管理団体を結成す

る必要があります。  

管理団体の要件は, ①JARL 正員 5 名以上で構成さ

れていること, ②代表者は,現に引き続き2年以上, 

JARL 正員の満 25 歳以上の者であること, ③代表者

を含む構成員は,原則としてそのレピータ局のアク

セスエリア内に居住していること, ④レピータ局の

ID がモールス信号で送出される場合は,構成員の中

に第三級アマチュア無線技士以上の資格所持者がい

ることとなっています。 

なお,レピータ局の ID がモールス信号で送出され

る局のレピータ装置の ON/OFF 操作は,第三級アマチ

ュア無線技士以上の資格を有する構成員でなければ

おこなえません。 

Ｑ レピータ局を開設(増設) したいのですが。 

Ａ

レピータ局の開設(増設)要望はいつでも受け付けて

いますので, JARL 事務局技術研究所業務課へご相談

ください。ただし,ご希望の周波数帯・モード,設置

場所によっては開設が難しいこともありますので,

あらかじめご了承ください。 

Ｑ
非常災害時に備えてレピータ局を開設したいのです

が。優先して開設してもらえないのでしょうか。 

Ａ

レピータ局は,非常災害時に有効な通信手段となり

ます。 

しかし,アマチュア無線は,非常災害時の通信確保

が本来の目的ではありませんので,現行制度上では

優先して取り扱うことはできません。アマチュア無

線は,あくまでもアマチュア業務用であり,非常災害

時または非常通信訓練等に活用することは社会貢献

として大いに結構ですが,平時はアマチュア無線の

中継のために使われるものです。 

ですから,開設の審査では,平時の置局状況で可否

が検討されます。 

JARLでは,巨大災害に備えて430MHz帯 FMレピー

タ装置と可搬型発電機を 2 セット備蓄しています。

非常災害時には,臨機の措置の適用を得てレピータ

局を設置できるよう準備しています。 

Ｑ
停波中の局が多いようですが，強制的に整理できな

いのですか。 

Ａ

 レピータ局は，レピータ装置の故障や設置場所の

都合などで停波することがあります。停波する場合，

そのレピータ局の管理団体は,JARL に停波届を出す

必要があります。 

 しかし，長期にわたる停波は好ましいことではあ

りません。運用再開の予定が立たない場合，管理用

体は廃止または撤去手続きをおこない，ほかにレピ

ータ局を設置したい方々に配慮するべきです。各レ

ピータ局に割り当てられた周波数は，承認された条

作で正常に運用されることを前提にしたもので、管

理団体が取得した権利ではありません。 

 なお，レピータ関係規程・規約等に反した状態が

続いていて，改善を要請しても正常化されない場合

は，そのレピータ局を廃止することがあります。 

Ｑ
メーカーからレピータ装置の部品がなく，修理を断

られて囲っているのですが。 

Ａ

D－STAR レピータ装置や FM430MHz 帯レピータ装置に

ついては受注・生産しているメーカーがあります。

 詳しくは。メーカーまたは無線機器販売店にお尋

ねください。FM レピータ装置で，メーカーで修理を

受けてもらえない場合は,自力修理や自作で対応す

るしかないでしょう。管理団体は，レピ←タ装置の

維持管理に関する技術力を高めるよう努めてくださ

い。 

Ｑ

レピータ周波数帯でシンプレックス交信をしている

不法局と思われる局が多い。何とかならないのでし

ょうか。 
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Ａ 

どこのレピータの利用者や管理団体も悩んでいる問

題です。まず，レピータ局の適用を活発にして,不

法・違法局に居すわられないようにするのが一番で

しょう。ひどい妨害や，脅迫的行為を受けた場合は，

なるべく多くの手掛かりを集めて，管轄の総合通信

局に電波法 80 条報告を提出してください。 

Ｑ ダブルアクセスや混信で困っているのですが？ 

Ａ 

レピータ局の周波数は，地勢や開設場所の地上高を

十分に考慮して同一周波数を使用するレピータ局と

極力干渉しないように選定しています。しかし，山

岳や高層建造物による回折や反射．季節や天候によ

る電波伝搬の変化等によりこのような問題が発生す

る事があります。ダブルアクセスを防止するために．

レピータ局のアクセスは必要最小の電力で運用する

よう心がけてください。 

Ｑ レピータ局利用のマナーは？ 

Ａ 

レピータ局の利用はなるべく簡潔に短時間にしまし

ょう。シンプレックスで交信できる場合は，全電波

型式の区分などを利用しましょう。多くの方が聞い

ていることを意識しましょう。また，自分の考え方

を押し付けたり，他人を誹諺中傷するようなことは

やめましょう。 

Ｑ レピータ局のアクセスエリアとは？ 

Ａ 

基本的に小電力のハンディー機によるアクセス可能

範囲を想定しています。しかし,実際上モービル局に

よる利用が増えてていますので,一般的なモービル

局の設備で利用できる範囲をアクセスエリアと考え

て差し支えないでしょう。なお,固定局が高いタワー

に設置した指向性アンテナで遠方のレピータ局を利

用するような状況は想定していません。 

 

 
▲現行製品の 430MHz 帯アナログ FM レピータ装置（アイコ

ム製） 

レピータは「移動」できません 

我が国のレピータ局の空中線電力は次のとおり

規定されています。 

29MHz 帯 ……………………………… 50W 以下

430MHz 帯，1200MHz 帯 ……………… 10W 以下

2400，5600MHz 及び 10.1GHz 帯 …… 2W 以下

レピータ局は 50W 以下の無線局ですが「移動しな

い無線局」であり，変更の手続きなしに無線局の

設置場所を移すことはできません。 

しかし，勝手にレピータ局の設置場所を移して運

用し，電波監視システム「DEURAS」により捕捉さ

れ処分を受けるという事案が発生しています。 

 設置場所や管理上の都合でレピータ局の設置

場所の変更を希望される場合は，JARL 技術研究所

業務課に相談のうえ変更の手続きをおこない，変

更許可が総合通信局からおりた後に設置場所を

移してください。 

日本版 FCC へ 

通信・放送行政、総務省から分離 日本版 FC

C へ 

 政府は通信・放送行政を総務省から分離し、新

設する独立行政機関に移管する方針を固めた。政

府から高い独立性を保

つ米連邦通信委員会（F

CC）を参考にし、日本

版 FCC と位置づける。

報道機関である放送局

を監督する規制機関を

政権の外に置き、言

論・表現の自由を制度

上保証する狙いがある。 

 国内の通信・放送行

政は現在、総務省が規

格・立案から規制まで

幅広く所管。これに対

し、民主党は「国家権力を監視する放送局を国家

権力が監督するのは矛盾」として、主に規制部門

を独立させる構想を描く。欧米諸国でも英国、ド

イツをはじめ、ほとんどが独立した規制機関を設

けており、日本はむしろ例外的。 

 

 連邦通信委員会（れんぽうつうしんいいんかい、

Federal Communications Commission、略称：FCC）

はアメリカ合衆国議会の法令によって創設され、

監督され、及び権限を与えられたアメリカ合衆国

政府の独立機関（Independent agencies of the 

United States government）である。 アメリカ

国内の放送通信事業の規制監督を行う連邦政府

機関 

概略：FCC は Federal Radio Commission に取っ

て代わる機関として 1934 年通信法によって設立

されラジオスペクトル（ラジオ及びテレビジョン

放送を含む）を使用するすべての非政府組織、並

びにすべての州間電気通信（wire、人工衛星）同

じくアメリカ合衆国内で発信または着信するす

べての国際通信を規定して管理を行っている。FC

C は Interstate Commerce Commission（州際商業

委員会）から有線通信規定を引き継ぐ事になった。

FCC の権限は全米 50 州、ワシントン DC、及び在

外米軍施設を含むアメリカ合衆国占有地にわた

っている。 

一般的な行政権のほか、事業者に対して、免許の

交付、更新の可否を決定をする裁定権、放送通信

に関する規則を制定する準立法権を有する。 

周波数オークションの採用で政府に莫大な利益

をもたらした。 

 


