
     設定      安心  

 厳選 WIRES-X    設定    

WIRES-X    開設     現状     設定   内容 厳選  掲
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WIRES-X    設定
 無線機設定 C4FM     場合 

無線機設定       操作      F  無線機設定

 設定    
  無線機動作     運用
  通話CH 
  運用周波数 正確 記入 初期値       
  SQL   選択     以外  何  OK 
      運用      
  C4FM信号検出 DSQ判定
  送信出力 以下 参考  
  High   無線機 壊   人  勧     
  Mid   SMB-201   冷却対策   場合
  Low   無線機単体 利用  場合
  無線機     設定
 SQL 選択     中    上        
開放設定 避    
  参考    運用    
WIRES ver 1.11  占有帯域幅 10kHz以下 抑 
 C4FM        対応       VoIP区分
    偶数   奇数周波数 利用 可能    
周波数 有効利用 期待     
            Dx  長押     OK



WIRES-X    設定
 推奨設定     FM運用 場合 

無線機設定       操作      F  無線機設定 T 

  無線機動作     運用 選択
  通話CH 
  運用周波数 正確 記入
  SQL    ToneSQL   値 選択
   例 123Hz  
      運用       C4FM対応機 場合 
  C4FM信号検出 DSQ判定     
  送信出力 以下 参考  
  High   無線機 壊     場合
  Mid   SMB-201   外部   
        取 付  場合
  Low   無線機単体 利用  場合
      項目 初期値 OK
     用無線機本体 設定
           中       開放NG 
  無線機本体 設定         有効    
SQL    欄 選  数値 例 123Hz  設定 
   必   
  FTM-400 100D     場合    自動設定   
        無線機  TSQ 設定       

 

 



WIRES-X    設定
 推奨設定  基本運用情報 

  基本運用情報 操作      F  設定 P  基本運用情報  設定    
  User ID “SS          ” 定番
UserID 任意 文字列 設定        
   無線家  世界 一          
  大切         
 WIRES   SS    地域     2桁 文
字列         付  UserID 人気   
SS      資料 最後 添付     
       
   記載   内容 Web 公開       
        反映  不特定向       
   公開      旨   書    
  QSL画像          QSL画像 見  
        画像     用意     自
局 画像 相手局 見       
  Node情報 
    関  情報 書          記載
   情報 WIRES          見   
       事実上   局運用者     
見      
 

             検索    
https://www.yaesu.com/jp/wires-x/id/id_japan.php
http://jq1yda.org/i/
 



WIRES-X    設定
 推奨設定  HRI-200設定 

  HRI-200設定 操作      F  設定 P  HRI-200設定  設定    
  CH.1 
 FTM-400D FTM-100D     FT-7900 FT-
8800     場合      設定      
    FM機 場合 必 無線機側 設定    
     ENC/DEC TSQ CTCSS 書    
        効    設定    

  DTMF 
 DTMF    動作 “Audio mute”
 DTMF検出感度 “Low”
  必 設定        

 重要 
 C4FM  DTMF 使    
C4FM      DTMF      操作    
   C4FM     DTMF 送信      
   利用局  周知 必要    



WIRES-X    設定
 推奨設定  呼出設定 

  呼出設定 操作      F  設定 P  呼出設定  設定    

  Room接続許可 割込関係設定
 左図    設定  勧         接続 
                      NtoN 
接続要求 応          
      受     他      NtoN接続 
       被害 最小限 抑         
動向 観察 監視           

  Room常時接続 
    記入  Room 常時接続        
  回線 切断    30秒 1回 10回  再接
続 試         場合 再接続 無効  
    



WIRES-X    設定
 推奨設定  一般設定 

  一般設定 操作      F  設定 P  一般設定  設定    

  切断    無効設定 時間
    設定  好  大丈夫   切断    
時間     TOT  言           

       設定
 FM      運用時 音声合成 出     
  種類 指定    ALL JA CQ ROOM   
大      接続  場合 Room参加/切断局
情報          送信頻度    上  
     要検討   
  DTMF *    応答          FM   
    切断操作            勧  
  

  遠隔制御機能
 WIRES-X遠隔操作          可否  
    用           入力    



WIRES-X    設定
 推奨設定    他便利 設定 

操作 表示 V           設定

 設定    
            設定
接続中Node 設定      画面 左上 接続
中           情報 表示     

 設定    
  接続            登録
 好  接続            指定   
  5桁 DTMF ID番号   User ID 指定  
  

操作 表示 V  Node情報 N 



WIRES-X    設定
 SS    

       一覧表 総合通信局管轄   都道府県別 
地 域        都道府県別   地 域        都道府県別   

北海道総合通信局
  北海道   

近畿総合通信局
管轄      

  

大阪府   
管轄        兵庫県   

  

青森県   京都府   
岩手県   滋賀県   

東北総合通信局 宮城県   奈良県   
管轄        秋田県   和歌山県   

山形県   

中国総合通信局
管轄      

  

鳥取県   
福島県   島根県   

  

東京都   岡山県   
神奈川県   広島県   
埼玉県   山口県   

関東総合通信局 千葉県   
四国総合通信局
管轄      

  

徳島県   
管轄        茨城県   香川県   

栃木県   愛媛県   
群馬県   高知県   
山梨県   

九州総合通信局
管轄        

  

福岡県   
信越総合通信局

  
新潟県   佐賀県   

管轄       長野県   長崎県   

北陸総合通信局
管轄      

  
富山県   熊本県   
石川県   大分県   
福井県   宮崎県   

東海総合通信局
管轄      

  

愛知県   鹿児島県   
岐阜県   沖縄総合通信事務所

  沖縄県   
静岡県   管轄        
三重県             使      


