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                                                                      JR1OFP 

 

1. 装置構成 

 

 

2. ラズパイ用の SD カードを作る。 

 (1) PC を使い下記 URL からイメージファイルをダウンロードして解凍する。 

  https://drive.google.com/drive/folders/11ryQ6OoTeqD5u-8WCf9fmArWpS7MsRX4?usp=sharing 

    ファイル名: NoraGateway_v0.1.6a-PR12_HOTSPOT_V3.29.zip 

  (2) Win32DiskImager プログラムを使い 8GB 又は 16GB の SD カードに書き込む。 

（ツールの使い方は「https://ja1cou.wixsite.com/ja1cou/sd」を参考にして下さい） 

 

3. 各パラメータ値を自分のノード局の設定に変更する。 

  (1)デフォルト設定値 

  ノード局コールサイン：ZZ1ZZZ B  （Gateway コールサイン：ZZ1ZZZ G） 

   周波数： 430.80 MHz 

   有線&無線 LAN IP アドレス： 自動割り当て(DHCP) 

   SSH ポート番号： 22 、ID/PW : pi/raspberry 

   Proxy サーバー : 使用する。 

  UPnP 機能で UDP PORT40000 の開放を行わない。 

(注意) コールサイン ZZ1ZZZ はダミーのコールサインです。 

     必ず自分のノード局コールサインに書き換えて下さい。 

 

https://ja1cou.wixsite.com/ja1cou/sd


  (2) 設定変更方法 

    SD カードを PC に接続する。 

    PC から見えるドライブの中の Nora_Config.exe ファイルをダブルクリックする。 

   下記画面が出るので、自分のノード局用に変更し OK を押す。                       

 

①自分のノード局コールサインに

書き換える。（右の”B”は Repeater 

module 番号です。”G”はゲート局

で使うので使えません） 

②WiFi 接続で使う場合に、WiFi

装置の設定に合わせる。 

④ UPnP 機 能 で UDP PORT 

40000 を開放する時チェックを入

れる。 

 

③Proxy サーバーを使うにチェックを入れると、Proxy サーバー経由の交信となるの

で UDP PORT40000 の開放は不要です。 

 ただし、何かの理由で Proxy サーバーが使えないと、JARL 管理サーバーを使った

全ての交信ができなくなります。 

 

4. トランシーバー(ID31,ID51 等)の設定方法 

ID31&51 用の setting ファイル(icf ファイル)のサンプルを下記 URL に置いておきました。

ご自分用の設定に変更してお使い下さい。（クローニングソフト用） 

https://drive.google.com/drive/folders/1d3JSzogib7GW-UEJ2mXTpod5wP_np5V3?usp=sharing 

 

 (1) ID31/51 コールサインメモリに下記内容を登録しておく（例） 

    ① JPTRUST   ^^^^G2RJ   ---- ^はｽﾍﾟｰｽ、JARL 管理ｻｰﾊﾞを使う時に実行(Default) 

    ② IRCDDB    ^^^^G2RI    ----^はｽﾍﾟｰｽ、ircDDB routing server を使う時に実行 

    ③ なら山 430   JK3ZNB F  ---- Repeater の接続試験用 

    ④ XRF708F    XLX708FL   ---- XRF708F に接続するコマンド 

    ⑤ 切断        ^^^^^^^U    ---- ^はｽﾍﾟｰｽ、接続を切断する。 

    ⑥ 確認        ^^^^^^^I     ---- ^はｽﾍﾟｰｽ、接続先を確認する。 

    ⑦ JR1OFP     JR1OFP 

  ⑧ JA1COU     JA1COU 

    ⑨ 花巻 430     JP7YETAL    ---- 花巻 430 に接続する。 

  ⑩ CQCQCQ    CQCQCQ     ---- リピータ又はリフレクターに接続して交信時 

① 

 

③ 

④ 

② 



 

 (2) ID31/51 のリピーターリストに自局アクセスポイントを登録する。 

クローニングソフトでリピーターリストに追加した例 

 

 (3) ID31/51 を DR モードにして、FROM を自局アクセスポイントに合わせる。 

(4)DVMEGA 基板又は MMDVM 基板をラズパイの GPIO ピンに挿す。 

 (5) SD カードを挿し、LAN ケーブルを接続してラズパイの電源を入れる。 

 (6) NoraGateway が立ち上がると ID31/51 からアナウンスが流れる。 

  （電源を入れてから約１分～2 分で立ち上がる） 

 

5. 交信方法 1（JARL 管理サーバーを使った交信） 

   TO を選択 決定⇒個人局で下記コマンドを選択しカーチャンクする。 

①なら山 430  （接続確認の例） 

 ⇒ なら山リピーターからのアナウンスが聞こえれば接続 OK 

②JA1COU （コール指定の例） 

⇒リピーター経由又は ノード to ノードで 村田さんを呼び交信する。 

③花巻 430（JARL MultiForward の例）---  現在接続が規制されている 

⇒花巻 430 に接続 交信するときは TO を CQCQCQ にする。 

④確認  ---  接続中のリピータがアナウンスされる。 

⑤切断 ---  接続中のリピータから切断する。 

 

6. 交信方法（リフレクター接続の交信） 

   TO を選択 決定=>個人局で下記コマンドを選択しカーチャンクする。 

①XRF708F ---  XRF708F に接続、TO を CQCQCQ にして交信する。 

    ②確認  ---接続中のリフレクターがアナウンスされる。 

③切断 --- 接続しているリフレクターから切断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. その他 

 (1) GPIO10 (19pin)を 1 秒以上 GND 接続することで、ラズパイの Shutdown 処理が 

走る様になっています。電源を切る前に Shutdown 処理を行って下さい。 

いきなりラズパイの電源を切ると、SD カードが壊れることがあります。 

 

(2)リフレクター等のIPアドレスを変更する方法。(V3.02以降) 

/boot/users_hostfile.txt の中に新しいリフレクター等の IP アドレスをサンプルを参考

に登録して下さい。（先頭が#の行はコメント行です） 

 

(3)ラズパイLEDの点滅状態でNetwork接続の確認ができる様にしました。 

0.5秒間隔で点滅---ネットワーク接続ができてない。 

5秒に1回点滅---ネットワーク接続中（正常状態） 

 

(4) UDP PORT 40000を開放するにチェックを入れると、UPnP機能でルーターに 

コマンドを送り自動的にUDP40000ポートを開放します。 

開放するにチェックを入れない時にポート開放を削除するコマンドを送ります。 

上記処理には、ルーターのUPnP機能が有効になっている必要があります。 

 

 (5) V3.13 からoffset周波数を “ +500Hz ” から “ 0 ” に変更しました。 

もしこのバージョンで送受信が不安定になったら、Configツールで設定する周波数 

を ” +500Hz “して下さい。 

 

以上 


