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仕様変更のお知らせ
Version 1.20

仕様変更に伴い、下記のように本製品の機能が変更になりました。

 ■画像伝送機能の追加
画像伝送機能が追加されました。
RS-MS1A（弊社製AndroidⓇ専用アプリ）を使用せずに無
線機から画像を送信したり、受信した画像を無線機で確認
できたりします。
※		画像伝送機能について詳しくは、弊社ホームページに掲載
の「画像伝送機能について」をご覧ください。

 ■設定項目の追加
セットモードに下記の項目が追加されました。

MENU 	≫	SET	>	外部端子

PTT端子機能 （初期設定：PTT入力＋SEND出力）

［MIC］コネクターのPTTスイッチ端子について設定します。
	ㅡ PTT入力	：	送信中でもPTTスイッチ端子に送信状態を出力

せずに、マイクロホンのPTT操作を検出する
	ㅡ PTT入力＋SEND出力
	 	 ：	送信中はPTTスイッチ端子に送信状態を出力す

るため、マイクロホンのPTT操作を検出しない

MENU 	≫	SET	>	ディスプレイ設定

受信画像インジケーター （初期設定：ON）

相手局から画像を受信したとき、ディスプレイにインジケー
ターを表示するかしないかを設定します。
※		「受信コールサイン表示」を「OFF」に設定しているときは、
受信信号に画像が含まれていても、インジケーターをディ
スプレイに表示しません。
	ㅡ OFF	 ：画像を受信しても、インジケーターを表示しない
	ㅡ ON	 ：画像を受信すると、インジケーターを表示する

MENU 	≫	SET	>	SDカード

送受信画像表示

SDカードの［IC-9700］	＞	［Picture］フォルダーに保存されて
いる画像を表示します。
※	画像を送信中は、画像を表示できません。
※	表示できる画像は500枚までです。

 ■ファイル名の最大文字数の変更
下記ファイルのファイル名の最大文字数が、半角23文字（全
角11文字と半角1文字）に変更になりました。
	ㅡ icfファイル（設定データ）
	ㅡCSVファイル（インポート・エクスポートデータ）

 ■SDカードのフォルダーの追加
SDカードを取り付けたときに作成されるフォルダーが追加
されました。
※		すでに本製品でフォーマットされたSDカードをお使いの場
合は、本製品を最新ファームにした状態でSDカードを取り
付けると自動で追加されます。

◎	Pictureフォルダー
	 	画像伝送に使用する画像（jpg形式）を保存するフォル
ダーです。

◎	Privateフォルダー
	 送受信画像履歴が保存されるフォルダーです。
◎	Rxフォルダー
	 受信画像履歴（dat形式）が保存されます。
	 ※パソコンでは、受信画像履歴を確認できません。
◎	Txフォルダー
	 送信画像履歴（dat形式）が保存されます。
	 ※パソコンでは、送信画像履歴を確認できません。
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ご注意：
下記の場合は、「PTT入力」に設定してください。
◎		画像の一括送信中に、マイクロホンの［PTT］スイッチを
押して音声送信したいとき

◎		ボイス送信中に、マイクロホンの［PTT］スイッチを押し
てボイス送信を解除したいとき

 ■リフレクターの種類の追加
リフレクター使用時、ダイレクト入力で設定できるリフレク
ターに「DCS」と「XLX」が追加されました。
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仕様変更のお知らせ
Version 1.13

仕様変更に伴い、下記のように本製品の機能が変更になりました。

 ■ファームアップ画面の変更
本製品をファームアップするときに、設定データを保存するか
確認する画面が追加になりました。

ㅡㅡ［はい］をタッチすると、SDカードに設定データとメモリー
を保存後、ファームウェアの選択画面が表示されます。

 ■基準周波数調整機能の変更
セットモードの「基準周波数調整」と「基準周波数調整
（FINE）」が、小数第一位まで表示されるようになりました。



仕様変更のお知らせ
Version 1.10

仕様変更に伴い、下記のように本製品の機能が変更になりました。

 ■基準周波数調整機能の変更
基準周波数調整画面の［自動調整］が、［外部同期］に変更に
なりました。
外部同期中は、外部から入力した基準信号（10MHz）を使っ
て、基準周波数が常に自動調整されます。

1.	 [REF	IN	10MHz]コネクターに10MHzの基準信号を
入力します。

2.	 基準周波数調整画面を表示させます。
MENU 	≫	SET	>	機能設定	>	基準周波数調整 

3.	［外部同期］をタッチします。

4.	［開始］をタッチします。

	ㅡ 同期が完了すると、「同期しました。」が表示されます。
	ㅡ 外部同期中は、項目名に「（外部基準に同期中）」が表示
され、手動で基準周波数の調整ができなくなります。	

※	外部同期中に無線機の電源を入れなおしても、外部同期
は解除されません。

	 外部同期を解除する場合は、手順3で［同期解除］をタッ
チしてください。

 ■設定項目の追加
セットモードに下記の項目が追加されました。

MENU 	≫	SET	>	機能設定

ホームCHビープ （初期設定：ON）

ホームCHを表示したときに、ビープ音を鳴らす機能です。
VFOモード、メモリーモードでは、ホームCHとして登録した
周波数、またはM-CHが選択されるとビープ音が鳴ります。
DR画面では、FROM設定時にホームCHとして登録したアク
セスレピータが選択されるとビープ音が鳴ります。
	ㅡ OFF	 ：ホームCHビープ音を鳴らさない
	ㅡ ON	 ：ホームCHビープ音を鳴らす

MENU 	≫	SET	>	SDカード

設定セーブバージョン （初期設定：現行バージョン）

SDカードに保存する設定データのバージョン形式を設定します。
	ㅡ 現行バージョン
	 	 ：	設定データを現行のファームウェアバージョン形式

で保存する
	ㅡ 旧バージョン（X.XX	-	X.XX）
	 	 ：	括弧内に表示されているファームウェアバージョン

形式で保存する
※		旧バージョン形式で保存したときは、新しいファームウェ
アバージョンで追加された設定は保存されません。

※		現行バージョン形式で保存された設定データは、旧ファーム
ウェアバージョンのIC-9700で読み込むことはできません。

ご注意
電源を入れた直後や送信開始時など温度変化が大きいとき
は、同期に時間がかかる場合があります。
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 ■ホームCHビープ機能の追加
特定の周波数やメモリーチャンネル、アクセスレピータに切
り替わったときに、ビープ音を鳴らす機能です。
VFOモード、メモリーモード、DR画面ごとに登録できます。
※		VFOモード、メモリーモードのホームCHは、運用バンドご
とに設定できます。

 ◇ホームCHを登録する

例：VFOモードの場合
1.	 登録したい周波数を選択します。
※	DR画面で設定する場合は、「FROM」を選択している状
態にしてください。

2.	 QUICK 	を押します。
3.	「ホームCH設定」をタッチします。

4.	「周波数を登録」をタッチします。

※	メモリーモードの場合は「チャンネルを登録」、DR画面の
場合は「レピータを登録」をタッチしてください。

ご参考
ホームCHの登録を解除するときは、上記の手順4で「クリア」
をタッチします。

 ◇ホームCHビープ機能の使いかた

ホームCHに登録した周波数やメモリーチャンネル、特定の
アクセスレピータに切り替わると、「プッ」とビープ音が鳴り
ます。
※		ビープ音を鳴らないように変更できます。
	 MENU 	≫	SET	>	機能設定	>	ホームCHビープ 

 ■UDPホールパンチ機能の追加
内蔵ゲートウェイ設定に「UDPホールパンチ」が追加されま
した。
「ON」に設定すると、ルーターのポート開放ができない場合
でも、内蔵ゲートウェイ機能を使用してほかの局を呼び出し
たときに相手局からの応答を受信できます。
※	海外レピータを使用している局からの応答は受信できません。
※		ご使用のネットワーク環境によっては受信できない場合が
あります。

MENU 	≫	DV	GW	>	内蔵ゲートウェイ設定

UDPホールパンチ （初期設定：OFF）

接続するルーターのポート開放ができない場合でも、他局を呼
び出せる機能を設定します。
※	他局からの呼び出しを待ち受けることはできません。
※		「ON」に設定しても、UDPホールパンチ非対応のバージョ
ンでDVゲートウェイ機能を使用している局からの応答は受
信できません。

※		接続するルーターの40000番ポートが開放されている場合
は、「OFF」（初期値）のままご使用ください。

 ■デジタルTWIN PBT機能の状態表示
デジタルTWIN	PBT機能を使用して通過帯域幅を変更した
ときに、フィルターアイコンに「・」が表示されるようになり
ました。

 ■［SCAN］の動作変更
スキャン選択画面で、SCANを短く押したときの動作が変更
になりました。
変更前：スキャン選択画面を閉じます。
変更後：選択されたスキャンを開始します。

通過帯域幅変更時の表示



UDPホールパンチ対応について
　公衆無線LANサービス利用時など、ルーターのポート開放ができない場合や、ご使用になる端末にグ
ローバルIPアドレスが割り当てられていない場合でも、アクセスポイントモードやターミナルモードで
ほかの局を呼び出したときに相手局からの応答を受信できるようになりました。
※	海外レピータを使用している局からの応答は受信できません。
※	ご使用のネットワーク環境によっては受信できない場合があります。
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ご注意
◎		下記のバージョン以降に限ります。
	 RS-MS3W：バージョン1.30、RS-MS3A：バージョン1.30
	 IC-9700：バージョン1.10（内蔵ゲートウェイ機能をご使用になる場合）
◎		下記の場合、相手局からの応答を受信するにはルーターの40000番ポートの開放、または端末に
グローバルIPアドレスの割り当てが必要です。

	 ・以前のバージョンのソフトウェア、ファームウェアを使用している。
	 ・	応答側が、以前のバージョンのソフトウェア、ファームウェアでDVゲートウェイ機能を使用している。
◎		UDPホールパンチ対応のバージョンをご使用の場合でも、他局からの呼び出しを待ち受けるには
ポート開放が必要です。（下図参照）

	 ※	DVゲートウェイ機能を使用している局へ送信できない場合、相手局がポート開放しているか、またはグロー
バルIPアドレスを割り当てられた端末を使用しているかご確認ください。
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※		RS-MS3W/RS-MS3A、IC-9700（内蔵ゲートウェイ機能をご使用の場合）で「UDPホールパンチ」を「ON」に
設定してください。接続するルーターの40000番ポートを開放している場合や、ご使用になる端末にグローバ
ルIPアドレスが割り当てられている場合は、「OFF」のままご使用ください。

※	相手局との通信が終了してから3分★以内は、相手局からの信号を受信できます。
	 それ以降は、再度相手局の呼び出しが必要です。
★	ルーターによって、3分未満で相手局からの信号を受信できなくなる場合があります。
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