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レピータ局を廃止する事態とは 

レビータ局を廃止する事態が発生 

ＪＡＲＬより次の内容の封書が送られて来ました。 

内容は、レピータ局が設置場所を勝手に移動し

たために、当該レビータ局を廃止する事態が発生

した件と、管理運用報告書の提出のお願いの 2件

です。 

腑に落ちないのは、廃止されたと言われる該当

レピータ局のコールサイン等が何故か書かれてい

なかった事です。 

私達、レピータを運用するユーザーサイドに取っ

ては、サービスエリアの範囲を知る事が一番重要

な関心事で有り、その為には、設置場所を知り得る

事が必要不可欠な要素のはずです。 

現在（10/24）まで、WEB等でも一切、廃局等のア

ナウンスは有りません。事実は事実として周知徹底

すべきであろうと思われ、それが会員に対するサ

ービス要因の一因に成ると思われるが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「日アマ第 25182号 

平成 25年 10月 4日 

一般社団法人日本アマチュア無線連盟 

        専務理事 日野岳 充 

レビータ局管理団体 

      代表者 殿 

レビータ局管理運用状況の確認について（お願い） 

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上

げます。平素はレビータ局の管理運用にご尽力い

ただき厚く御礼申し上げます。 

 さて、すでにご承知のとおり、レビータ局は、電波

法令の定めにより JARL が免許人となって、管理運

用を各管理団体代表者に委任して、移動しない局

として設置しております。このたび、関西地方の某

レビータ局が必要な手続きを経ずに移設し、免許

されている設置場所と異なる場所で運用し、その

事実を近畿総合通信局に把握され、当該レビータ

局を廃止する事態が発生しました。 

 また、近畿総合通信局から、全国のレビータ局に

再発防止の連絡徹底と、ほかに同様の違反がおこ

なわれていないか調査を求められております。 

JARL では、レビータ局に関する規程規約等を制

定し、各管理団体代表者様から、電波法令と JARL

制定の規程・規約を順守する旨の誓約書をいただ

いております。無許可での移設は、規程・規約に

反するだけでなく、電波法令に対する著しい違反

行為です。 

 もし、貴レビータ局が規程・規約や電波法令に反

する状態になっている場合は、直ちに停波するとと

もに違反状態を解消し、その内容を JARLへ報告し

てください。報告も無く、定められた諸手続きもおこ

なわないまま摘発された場合は、当該局を廃止せ

ざるを得なくなりますのでご承知おきください。 

 つきましては、同封の管理運用報告書用紙で、

提出日現在の状況を報告くださいますようお願い

いたします。報告は、10 月末までに必ずご提出く

ださい。 

 今後とも、ルールに則った適正なレビータ局運用

をおこなっていただきますようお願い申し上げます。 

                                       

敬具 

※複数のレビータ局の代表者を兼任されている場

合、本通知書は一通のみお送りしました。 

 恐縮ですが、報告書用紙は局数分コピーくださ

いますようお願いいたします。 

【報告提出先】一般社団法人日本アマチュア無線

連盟会員部業務課  

〒170－8073東京都豊島区巣鴨 1－14－5  

Tbl：03－5395－3112 Fax：03－5395－3134 E－

mail：lab－Pa＠jarl．or．Jp 
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Windows 8.1のアップデート方法 

アップデート作業は時間の余裕が有る時に 
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2013 年 10月 18日から Windows 8.1 の販売が

開始され、ダウンロード販売や店頭売りパッケージ

など、さまざまな方法で Windows 8.1が入手できる

ようになりました。 

現在使用中のシステムを Windows 8.1 に更新

するにはいくつか方法があるが、すでに Windows 8

を利用しているならば、Windows ストア経由で簡単

に Windows 8.1に無償でアップデート出来ます。 

ここでは Windows 8 Proから Windows 8.1 Pro

に更新することを「アップデート」と呼んでいます。。 

 なお Windows ストア経由で Windows 8.1に無償

アップデートする方法には、次のような制約が有り

ます。 

Windows 8 Pro にアップグレード済みの方、

Windows 8 Proをお持ちの方、または Windows 8

がプリインストールされている方に対して、Windows 

8.1へのアップデート情報を提供されています。 

 Windowsストア経由で Windows 8.1に無償アップ

デートする方法には、次のような制約が有ります。 

●アップデートは同一エディション間でのみ可能 

 ・Windows 8（無印エディション）→Windows 8.1

（無印エディション） 

 ・Windows 8 Pro→Windows 8.1 Pro 

●アーキテクチャや言語のエディションが異なるア

ップデートは不可 

  x86から x64へのアップデートや、日本語版から

英語版へのアップデートなどはできない。同じアー

キテクチャ、同じ言語のアップデートのみが可能で

ある。言語パックをインストールしていた場合は削

除されるので、必要に応じて後でまた追加する。 

●Enterpriseは対象外 

  現在使用中のエディションが Windows 8 

Enterprise の場合は、Windows ストア経由での無

償アップデートは利用できない（Enterpriseのイン

ストール・イメージなどを使って、直接アップデート・

インストールすること）。 

●Windowsストア・アプリは再インストールが必要 

  Window 8から Windows 8.1にアップデートした

場合、システムの設定や個人ファイル、デスクトッ

プ・アプリケーション（デスクトップ画面側で動作す

るアプリケーション。Win32 アプリなど）は引き継が

れるが、Windows ストア・アプリは削除される。その

ためアップデート後は手動で必要なアプリを再イン

ストールする必要がある。 

※元には戻せない 

  いったん Windows 8から Windows 8.1にアップ

デートすると、元に戻すことはできないので十分に

注意して実行すること。PC ベンダによっては、

Windows 8.1にアップデートするとシステムや周辺

機器の動作などに支障を起こすことがあるので、対

応策が発表されるまでアップデートを控えるように、

というサポート情報などを公表していることがある。

事前にチェックしておいて欲しい。システム購入時

に付属していたリカバリ・ディスクやインストール・メ

ディアを使うと元の Windows 8に戻せるので、必要

ならデータなどをアップデート作業の前にバックア

ップしておき、リカバリ後にデータを書き戻すことで

す。 

 

アップデート方法 

①［事前準備］Windows Updateを適用する 

Windows ストアで Windows 8.1へアップデートする

ためには、最初に現在使用中の Windows 8 にお

いて、Windows Updateに出てくる「重要」な更新プ

ログラムをすべて適用しておく必要がある（「オプシ

ョン」カテゴリのものは適用しなくてもアップデートで

きる）。 

※重要な更新プログラム」はすべて適用すること。 

・６６個の重要な更新プログラムが見つかりました。 

②Windows 8.1 アップグレード アシスタントをダウン

ロードし適用する 

アップグレード アシスタントは無償でダウンロード

できるプログラムです。お使いの PC、デスクトップ 

アプリ、接続されているデバイスをスキャンして、そ

れらが最新バージョンの Windows に対応している

かどうかを確認し、互換性レポートを生成します。 

 

・上から２つ目の「アップグレードアシスタン

ト：FAQ」をクリックする 
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アドレスは、 

http://windows.microsoft.com/ja-

jp/windows/install-upgrade-activate-

help#install-upgrade-activate-

help=windows-

8&v1h=winrttab1&v2h=win8tab1&v3h=win7tab1

&v4h=winvistatab1 

③アップグレードアシスタント：FAQ 

 
・１つ目の「Windows 8.1 アップグレードアシスタン

トをダウンロードする」をクリックします。 

・「互換性の詳細を見る」をクリックして詳細を見て

みる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「閉じる」をクリックして Windows 8.1 アップグレー

ドアシスタントに戻り、「ストアにアクセスする」をクリ

ックする。 

④「Windows 8.1 へのアップグレード」をクリックし

ます。 

・右端の「Windows 8.1 へのアップグレード」をクリ

ックします。 

・「無料でアップグレードする」をクリックします。 

⑤再起動 

更新プログラムがダウンロードされ、インストールの

最初のフェーズが完了です。 

システムと接続速度によって 2 時間程かかる場合

が有ります、PC の再起動が必要とのメッセージが

表示されます。長時間は覚悟です。 
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再起動の警告メッセージ 

・再起動の前に PC から離れるときは、PC が自動

的に再起動したときに何も失わないように、作業を

保存し、開いているデスクトップ アプリを閉じてく

ださい。 セットアップ方法や、他の更新プログラム

が必要かどうかによって、PC が複数回再起動され

る場合があります。  

・更新が適用される間、再起動には通常よりも長い

時間が (20 分～ 1 時間ほど) かかります。この

間は、PC を使用できません。 

⑥ライセンス条項 

・PC が再起動すると、Microsoft ソフトウェア ライ

センス条項が表示されます。条項を確認し、続行

するには [同意する] をタップまたはクリックしま

す。 条項に同意しない場合は、Windows 8.1 また

は Windows RT 8.1 のインストールがキャンセルさ

れ、PC は Windows 8 または Windows RT にロー

ルバックされます。 

簡単設定 

・簡単設定と呼ばれる、お勧めの設定の一覧が表

示されます。これらの設定をそのまま使用するには、

[簡単設定を使う] をタップまたはクリックします。

設定の完了後、これらの設定は後で変更できます。 

セットアップ時に表示される簡単設定 

詳しくは、[簡単設定の詳細を表示する] をタップ

またはクリックしてください。これらの設定がユーザ

ーのプライバシーにどのように影響するかについ

ては、[プライバシーに関する声明] をタップまた

はクリックしてください。 

サインイン 

次に、サインインを求められます。 

・Microsoft アカウントを使用してサインインする 

既に Microsoft アカウントを使用して Windows 8 

または Windows RT にサインインしている場合は、

アカウント名が自動的に入力されます。前回ローカ

ル アカウントを使ってサインインした場合は、まず

ローカル アカウントでサインインする必要がありま

す。その後、更新後に PC にサインインするために

使用できる Microsoft アカウントをセットアップす

るように求められます。 

 

無事に Windows 8.1 Proにアップグレードされまし

た。 

 
・Windows 8.1 Pro と認識されています。私の環境

では２時間 30分かかり、ました。 

 


