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XLX Reflectorは、ルクセンブルクの LX1IQ Lucさんたちが開発した「XLX 
Multiprotocol Reflector Gateway」と言う無料ソフトウェアを使って構築します。
詳細は下記HPを見て下さい。
http://xrefl.boards.net/

https://github.com/LX3JL/xlxd

１． XLX Reflectorとは

XRF085リフレクターは、 ラズパイ 2 にCentOS 7を使い2016年7月に立ち上げ、
2017年１月に Jessie OSに乗り換えました。
今回は、Raspbian Busterを使いソフトウェアの再構築を行いました。ラズパイ２
でもラズパイ３でも同じSDカード（ソフト）で動くことを確認しました。
（確認できていませんが、ラズパイ４でも動くと思います。）
この資料では、再構築時に行った Raspbian Buster を使った XLX Reflectorの構
築方法を紹介します。



2． Raspbian Buster OSの準備 （1/3）

(1) Raspbian Buster OSを下記HPからDownloadする。

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Raspbian Buster with desktop

ファイル名： 2020-02-13-raspbian-buster.zip --- imageファイル

(2) Downloadした imageファイルからSDｶｰﾄﾞを作る。 （PCで行う）

①SDFomatter (ﾌﾘｰｿﾌﾄ)でSDカードを初期化。(16GB SDを使う)
②ダウンロードしたzipファイルを展開し、imageファイルを取り出す。
ファイル名： 2020-02-13-raspbian-buster.img 3,698,688 KB
③Win32DiskImager (ﾌﾘｰｿﾌﾄ) を使い、imageファイルからSDを作成する。
④初期値でSSHが無効なので有効にする。

/boot に ssh.txt という空ファイルを作る。 （PCでSDカードに書き込む)
SSH ID/PW: 初期ユーザー名：pi  、初期パスワード： raspberry



(3) Tera TermでSSH接続する。
IPアドレスはDHCPなので IPScanner等でIPアドレスを調べる。
ID: pi PW: raspberry

(4) Timezoneの設定
$ sudo raspi-config
=> Localistion Options => Change Timezone => Asia => Tokyo に設定

(5) 固定IPアドレスの設定 (例）
$ cd /etc
$ sudo nano dhcpcd.conf  で下記例の様に固定IPアドレスを設定する。

interface eth0
static ip_address=192.168.1.123/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1

2． Raspbian Buster OSの準備 （2/3）



2． Raspbian Buster OSの準備 （3/3）

(6) rootユーザーのパスワード設定
# sudo passwd root

xxxxxxxxxx     
(7) rootユーザーでTera term (ssh)でログインできる様にする。

# cd /etc/ssh
# sudo nano sshd_config  --- 下記部分を変更する。

PermitRootLogin without-password => PermitRootLogin yes

(8) 再起動し、rootユーザーでSSH接続する。
$ sudo shutdown –r now

(9) OSのアップデートを行う。
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade

(10) 再起動し、再度SSH接続する。 （rootユーザーで接続）
$ sudo shutdown –r now



3． XLX Reflectorのインストール （1/7）

(1) git (バージョン管理システム) と php (Hypertxet Processor)のインストール
# sudo apt-get install git git-core
# sudo apt-get install php7.3

(2) xlxdソフトのダウンロード
# git clone https://github.com/LX3JL/xlxd.git

(3) Module数を10＝＞２６に拡張する。 (初期値だとJモジュールまでしか使えない)
#sudo nano /root/xlxd/src/main.h
#define NB_OF_MODULES               26

(4) xlxdをコンパイルしてインストール

# cd /root/xlxd/src/
# sudo make clean
# sudo make
# sudo make install

(5)自動起動スクリプト(xlxd)を /etc/init.d/ へコピー
# cd /root
# sudo cp xlxd/scripts/xlxd /etc/init.d/



3． XLX Reflectorのインストール （2/7）
(6) XLX番号の編集

# sudo nano /etc/init.d/xlxd

・
ARGUMENTS=“XLX085 192.168.1.123 127.0.0.1” --- (例) XLX085
・
・

# start daemon
sleep 30      --- network接続後に起動される様にこの行を追加。
echo -n "Starting $NAME: "

仮運用時 XLX085の所は下記HPで使われてないXLX番号を探し設定する。
http://xrefl.net/ http://xrf085.mydns.jp/index.php?show=reflectors

使用中XLX Reflectorと同じ番号にしない様、十分に注意して下さい。
正式登録する場合は、Lucさんにメールで依頼する。

http://xrefl.net/


3． XLX Reflectorのインストール （3/7）
(7) 「dmrid.dat」をXLXAPI サーバーからxlxd フォルダーにダウンロードする。

# wget -O /xlxd/dmrid.dat http://xlxapi.rlx.lu/api/exportdmr.php

(8) Dashboard用ファイルのコピー
# cd /var/www 
# sudo cp -r /root/xlxd/dashboard/* /var/www/html/

http://xlxapi.rlx.lu/api/exportdmr.php


3． XLX Reflectorのインストール （4/7）

(9) Configファイルの編集 （編集例 変更部分のみ記述)
# sudo nano /var/www/html/pgs/config.inc.php

$PageOptions[‘ContactEmail’]                         = ‘jr1ofp@jarl.com’;                   // Support E-$
$PageOptions[‘PageRefreshDelay’]                   = ‘30000’;

// Page refresh t$ --- 30秒毎に自動更新
$PageOptions[‘RepeatersPage’][‘IPModus’]        = ‘ShowLast2ByteOfIP’; 

// See po$ --- 先頭２Byteのみ表示
$PageOptions[‘PeerPage’][‘IPModus’]                = ‘ShowLast2ByteOfIP’;

// See po$ --- 先頭２Byteのみ表示
$CallingHome[‘Active’]                = true;   // xlx phone home, true or false
$CallingHome[‘MyDashBoardURL’]     = ‘http://xrf085.mydns.jp/index.php’; // dashboard url
$CallingHome[‘Country’]               = “Japan”;      // Country
$CallingHome[‘Comment’]             = “Yokohama Tsuzuki Reflector”;     // Comment. Max 100
$CallingHome[‘HashFile’]              = “/callhome/callinghome.php”;     // Make sure the apache le

（ 注意: 例 xrf085.mydns.jp は 事前に DDNSに登録しておく )



3． XLX Reflectorのインストール （5/7）

(10) HashFile用フォルダーの作成
# cd /
# sudo mkdir callhome
# sudo chmod 777 callhome --- アクセス権の設定

(11) Home Gateway ルータの設定 （ポート開放）
家庭内ネットワークにラズパイを接続して、XLX Reflectorを立ち上げる場合は、
Home Gateway の取り扱い説明書を参考に下記ポート開放の設定を行う。
パケット転送先は、 ラズパイのIPアドレス (例: 192.168.1.123) にする。

TCP port 80 (http) 、 TCP port 443 (https) 、TCP port 8080 (RepNet)、
UDP port 10001 (json interface XLX Core)、UDP port 10002 (XLX interlink)、
UDP port 30001 (DExtra protocol)、UDP port 20001 (DPlus protocol)、
UDP port 30051 (DCS protocol) 



3． XLX Reflectorのインストール （6/7）

(12) XLX Reflectorの起動

①自動起動用スクリプトの作成
#sudo nano /etc/systemd/system/xlxd.service

[Unit]
Description=XLX Reflector Daemon by LC1IQ
After=network.target

[Service]
Type=forking  
ExecStart=/etc/init.d/xlxd start
EecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=process
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target



3． XLX Reflectorのインストール （7/7）

②起動時に自動的に起動するコマンドを実行する。
# sudo systemctl daemon-reload

# sudo systemctl enable xlxd.service
# sudo shutdown -r now

(参考) 
①自動起動を停止するコマンド。
# sudo systemctl disable xlxd.service
②マニュアル起動・停止するコマンド
# sudo service xlxd start 
# sudo service xlxd stop
③Serviceの起動状態を確認するコマンド
# sudo systemctl status xlxd.service



（参考） XRF085運用開始後の問題対応等（1）

＜ Hash file問題 ＞

（現象)
ダッシュボードの Reflectorlist を見ると、Service状態が赤(ダウン状態)に
なっていることがある。

(原因)
Lucさんに確認した所、 Hash fileが壊れている可能性があるとのこと。

(対策） 下記手順で Hash fileを作り直す。

# cd /callhome
# rm callinghome.php

数秒～数分で callinghome.php ファイルが自動的に再作成される。
数時間後に Service状態が緑(運用状態)に戻る。



（参考） XRF085運用開始後の問題対応等（2）

＜問題： 家庭内LANに接続したPC（BlueDV for Windows）から同じ家庭内LAN
に接続したリフレクターに接続できない＞

(原因）

DExtra_Hosts.txtファイルに書かれているドメイン名からDNSでIPアドレスを求めると
グローバルIPアドレスになるため。 同じ家庭内LANで使う場合は、プライベートIP
アドレスを使う必要がある。

(対処方法） Windowsのhostsファイルに下記行を追加する。

（例： Windows10の場合)
hostsファイルの場所： C:¥Windows¥System32¥drivers¥etc¥hosts

追加する行 :    192.168.1.123  xrf085.mydns.jp

(ﾘﾌﾚｸﾀｰのIP) (ﾘﾌﾚｸﾀｰのﾄﾞﾒｲﾝ名)

この行を追加するとDNSの結果がプライベートIPアドレスになる。

（注意： hostsファイルがそのままの場所で編集できない場合、一旦ファイルをデスク
トップ等にコピーして、行を追加してから元の場所に上書きコピーする。）



（改版履歴）

V1.0    2017年1月15日 初版
V1.1    2017年1月25日 自動起動スクリプトで “Alias=xlxd.service”の行がエラー

になっていたので、コメント化した。
V1.2    2017年3月25日 “話している途中で頻繁に途切れてしまう” 問題対処方法を

追加
V1.3    2017年8月17日 家庭内LANからリフレクターに接続できない問題の対処方法

を追加。
V1.5    2020年4月10日 Raspbian Buster OS版に更新

XLX085 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0

V1.6    2021年11月2日 XLX085 v2.5.0 – Dashboard v2.4.2 更新時の変更を盛り
込み改版


