
RRS-Pi の購入からインストール・起動まで 

 

 RRS-Pi は STB 型の RRS-101/RRS-501 と同様、Linux 系 OS の Ubuntu 上で動作

します。即ち Raspberry Pi2 に Ubuntu がインストールされている必要がありま

すが、システムレベルまでカスタマイズする必要があるため、OS 付きの Disk イ

メージとして提供することにしました。Raspberry Pi2 は microSD カード自体

がブート・ディスクですので、起動用システムを内蔵したパッケージというこ

とになります。このスタイルなら他の用途にラズパイを使用したいときは別の

microSD を差し替えて起動すれば OK です。前述の通り、RRS-Pi はソフトウェア

ですので、自身で Raspberry Pi2 Model B、8GB 以上の microSD カードを調達す

る必要があります。因みに Raspberry Pi2 Model B 以外のラズパイには対応し

ていませんので購入の際はご注意ください。microSD カードについても

Raspberry Pi2 との相性があるようです。因みに HAMSTAR は Transcend、SunDisk

などを推奨しています。これらをお手元に準備してから以下のプロセスに従っ

てインストールします。UPnP に対応するルーターが設置されている一般的イン

ターネット（LAN）環境であれば､簡単にセットアップできるでしょう。 

 

RRS-P を microSD カードへインストール 

 

 ここには要点だけ記します。詳細は製品の取扱説明書（PDF ファイル）をご一

読ください。 

 

（1）HAMSTAR LLP.社のサイトで RRS-Pi を購入後、ガイダンスに従って RRS-Pi

のマスター・イメージをダウンロードします。 

 

（2）rrsimg.zip がダウンロード領域に保存されます。このファイルを展開す

ると“rrsimg”というフォルダが生成されます。フォルダの中に以下のファイ

ルがあることを確認します。 

 

”RP.img”  

“RRSforRaspberryPi2.pdf”(取扱説明書) 

 



（3）“RPi.img”を丸ごと microSD カードにコピーするのですが、ドラックア

ンドドロップやコピペは不可能。Disk イメージをそっくり焼き移す必要があり

ます。Disk イメージの複製には幾つかの方法があり、使用する PC 環境によって

異なるため、詳しくは RaspberryPi 関連のサイトや書籍をご参照ください。こ

こでは Windows と MacOSX での例を紹介します。 

 

Windows の場合 

“win32diskimager”というフリーウェアを使った方法をご紹介します。 

まず、空の microSD カード（推奨 8GB）を PC にマウントします。 

以下より”win32diskimager” をダウンロードします。 

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 

”win32diskimager”を起動後、下の写真のようなダイアログが表示されます。 

 

 

1. Image File のフィールドに“RPi.img”のフルパス入力します。この際に、

フォルダ名に日本語（ダブルバイト）が混ざっているとエラーが発生します

ので、C:/や C:/temp/など、わかり易い場所に置いておくことをオススメし

ます。 

2. Device から microSD がマウントされているドライブを選択します。 

3. “Write”をクリックすると、Disk イメージのコピーが始まり、Progress に

進行状況が表示されます。使用する PC のスペックにもよりますが、10 分前

後で終了します。 

 

 

 



MacOSX の場合 

 

 OS に内臓されている“ターミナル”機能のコマンドプロンプトから以下を実

行します。“ターミナル”の在り処がわからない場合は、Spotligh で“ターミ

ナル”を検索すると見つかります。空の microSD カード（推奨 Transcend 8GB）

を Mac にマウントして準備してください。また、必要に応じて SD カード・アダ

プタなどをご用意ください。 

 

1. microSD カードのマウント場所を確かめるため、コマンドプロンプトに以下

の文字列を入力・実行します。 

 

＄ diskutil list ↩ ︎ 
 

 すると、以下のような文字列が表示されます。この例では 32GB の microSD カ

ードを使用しました。/dev/disk2/以下にマウントされている様子が伺えます。 

 

 

 

 

2. マウントした micorSD に Disk イメージをコピーしますが、まずはマウント

を解除する必要があります。“RPi.img”は、とりあえず Desktop に置くこ

とにします。以下のように入力・実行します。この場合、Disk2 にマウント

されているので、以下の様になります。 

 



$ sudo dd if=RPi.img of=/dev/rdsik2 bs=1m ↩ ︎ 
 

すると、Password ? と訊ねてきます。Mac に設定したログイン・パスワード

を入力し ↩ ︎ します。 

 

何も応答がなく、真っ白の状態が 10 分程度続いた後に正常終了します。エ

ラーが表示される場合は、SD カードの書き込みプロテクトなどを確認してく

ださい。  

 

(4) 焼きあがった microSD カードを Raspberry Pi2 Model B に挿入、LAN ケーブ

ルと無線機に繋がる USB ケーブルを接続します。AC アダプターを接続するだけ

で起動、AC ケーブルを外せば停止します。 

 

(5) 起動する前に無線機側の設定を確認しておく必要があります。ここで大事

な事は、無線機と RRS-Pi を繋ぐ通信速度（※1）を確認、適宜変更することと、

Mic 入力を USB に切り替えておくことです。FTDX3000 や FT-991 では、電波形式

（モード）毎に入力方式を切替られます。（※2対応無線機） 

 

ネットワーク設定 

 

 ネットワーク環境によって手順は異なりますが、ここでは一般的な UPnP 対応

ルーターを使用した設定方法についてご紹介します。 UPnP は“Universal Plug 

and Play ”の略称で、デジタル家電や DLNA など、プライベート LAN 内に置か

れたネットワーク機器に、外部インターネットから簡単にアクセスするための

機能とお考えください。対応ルーターが設置されている LAN 環境では、UPnP 搭

載機器を LAN 内に設置した際に、外部ネットワークとの通信に必要なポートの

橋渡し作業を自動的に行う機能が提供されます。この仕組みによって、面倒な

ポート設定が不要になります。また、RRS-Pi に使用する IP アドレスは DHCP で

自動的に割り当てられるため、初期段階では RRS-Pi 側のネットワーク設定は不

要です。正常に動作していればインターネット側からグローバル・アドレス（ド

メインネーム、IP アドレスのいずれか）を指定して web ブラウザからアクセス

するだけで RRS-Pi にたどり着けるはずですが、LAN 内から直接接続したい場合



は、ルーターの DHCP で割り当てられたローカル・アドレスを探し出さなければ

なりません。ルーターにログインしてログなどを調べれば判明しますが、そん

なことせずとも簡単にアドレスを調べる方法があります。以下にグローバル・

アドレス、ローカル・アドレスのそれぞれの調べ方について記します。必要に

応じて固定 IP（※3）、ルーターの手動設定で使用することも可能です。 

 

（1）	グローバル・アドレスの調べ方 

以下のリンクをクリックするだけで、接続中の LAN のゲートウェイに

割り振られているグローバル IP アドレスを調べることができます。 

http://luft.co.jp/ 

 

（2）	ローカル・アドレスの調べ方 

RRS-Pi と同一の LAN 上にある PCM・スマホから IP アドレス・スキャナ

ーと呼ばれるソフト（ツール）を使用して調べる方法です。これらを

使用してネットワークを検索すると、Host Name に”Raspberry Pi”

や”RRS”などと表示される列が現れます。そこに表示される IP アド

レスが RRS-Pi のアドレスです。それぞれの使い方については割愛させ

て頂きます。 

 

Windows 

Network Scanner  

Google から “Softperfect Network Scanner”を検索  

Mac OSX  

IP Scanner (※5) 

APP Store から “IP Scanner” を検索 

スマホアプリ 

Overlock Soft “Fing Network Scanner” 

iOS/Android 何も公式アプリとして登録されている 

 



 
IP Scanner （MacOSX） 

 

 LAN 内からはローカル・アドレスは、インターネットからはグローバル・アド

レスを指定することで、RRS-Pi にアクセスすることができます。Adobe Flash 

Player をインストールした PC/Mac から web ブラウザを起動、URL フィールドに

前述の方法で調べたアドレスを入力するだけで、RRS-Pi のログイン画面に接続

されます。初期状態の ID とパスワードは、いずれも“rrsadmin”です。ログイ

ン後は、まず無線機の種類と接続方法を設定する必要があります。ローカル（グ

ローバル）・アドレスの後ろに /admin を付けて web ページを再読み込みすると

管理画面が現れます。 

この先は、RRS シリーズの取り扱い説明書に従って設定すれば OK です。



 

RRS-Pi(プロトタイプ)の FTDX3000 インターフェース  

USB カメラを接続すると、左下のウインドウに映像が映し出される 

 

 
CW モードでは、キーボード・キーイングが可能 

 



 

メモリー・キーヤー搭載 

 

 

ビデオ画面に無線機のウォーターフォールを表示中 



 

UPnP/DHCP 設定（IP アドレス/admin）   

正常に割り当てられると上のような表示となる 



 

無線機との接続設定（IP アドレス/admin） 

接続速度、接続方式を確認して設定 

 



 

 

 

RRS-Pi のログイン画面  

  

スマホ・タブレットからも制御可能 

 

 スマホやタブレット端末用の専用インターフェースを備えており、こちらは

VFO 操作がジョグダイヤル式となっているので、正にリモコン間隔で無線機を操

作できます。また、正規サポート外ですが、“Puffin ブラウザー※4”を使用す

れば、iPad などから PC 用インターフェースに接続することも可能です。既に

RRS-501 用に開発したリレーインターフェースには対応済みですので、ローテー

ターや様々な機器の電源管理などもも可能です。 

 ヤエス SCU-17 を介することで、USB 端子を搭載しない無線機とも接続できる

ほか、動作保証はできませんが、TS-940 以降のケンウッド製品などヤエス以外

のメーカー製無線機も、接続ケーブルを自作することで接続が可能性がありま

す。RRS-Pi 側にはこれらの無線機用インターフェースが元々内蔵されています。 

 

 無線機によっては USB オーディオの出力レベル過多で受信音が歪む場合があ

ります。無線機側のデジタル・オーディオを出力レベルを適宜調整してくださ



い。 SCU-17 の場合はフロントパネルの VR を調整します。 

 

スマホ画面（RRS-Pi プロトタイプ） 

Zoiper など IAX ツールを併用する必要がある 

 

 

 RRS-Pi は従来製品と同等の機能を低価格で提供する予定です。その為、原則

サポートフリーとなりますが、何も構える必要はありません。ここまで手軽に

リモート運用環境を実現できるツールは他にないでしょう。Raspberry Pi2 

ModelB  はアマゾンなどでも入手できるほか、秋葉原のパーツ屋さんでも取り

扱っていおり、価格は 7,000 円前後です。バージョンの異なる Raspberry Pi で

は使用できませんのでご注意ください。 



 本製品は「ソフトウェア型」でも「ハードウェア型」とも異なる、「Web アプ

リ型」です。それ故、開発の自由度が少ないというデメリットがありますが、

取りあえずリモートを試してみたいＯＭ諸氏にはオススメできる製品です。本

誌が発売される頃には､リリース予定日を HAMSTAR 社の HP

（http://ham-star.net/）でお知らせできるかと存じます。 

 

 

※	1：4800bps〜38400bps で通信可能 

※	2：対応機種（USB） 

 FTDX3000,FT-991,TS-990,TS-590,TS-590G,KX3,K3 

  YAESU SCU-17 経由で接続可能な機種 

 FT-450, FT-950,FT-2000,FTDX1200,FTDX5000,FTDX9000 

   その他機種については未確認です。アイコム製品には対応しません。 

※	3：固定 IP で使用する場合には、一旦 DHCP 環境で起動し、自動的に割り当

てられる IP アドレスにアクセスして設定を変更する必要があります。 

※	4：Puffin は iOS / Android 版があります。 

※	5：IP Scanner フリー版の場合、6台のネットワーク機器しか表示されませ

ん。 


