
D-STARの利用方法



日本人HAMの知恵を集め、JARLが作ったデジタル通信の仕様

Digital Smart Technologies for Amateur Radio

阪神・淡路大震災の経験を元に生まれたアマチュア無線のためのデジタル：D-STAR

＋東日本大震災の救護隊員の意見を取り入れたアプリケ-ション：RS-MS1A
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各国でレピータが広がる
国際共通仕様

D-STARとは？

防災活動に適した
アマチュア無線システム



D-STARの特徴

送信側の端末は

携帯型１つでＯＫ。

設定を変更することで

近距離～中距離～遠距離ま

で通信が可能



DV（デジタルボイス）モードの特徴

ＧＰＳ位置情報
テキスト
圧縮画像、など

音声通信

誰？
所属は？
どこにいるの？
どんな状況？

アナログ＝音声通信のみ、またはパケット通信のみ

・状況把握に時間がかかる

・聞き間違える可能性

誰？・・・・・・・・・・・・・コールサイン
所属は？・・・・・・・・・メッセージ（所属など）
どこにいる？・・・・・・GPS位置情報
どんな状況？・・・・・・画像伝送

デジタル＝音声通信＋各種データ通信が同事にできる

誰か！
ヘルプ！！

短時間で正しく

状況を把握

音声主体の通信から
データセグメントの有効活用が主流に

D-STAR（DVモード）の仕様



第２編 各災害に共通する対策編
第１章 災害予防

携帯電話・衛星携帯電話等の電気通信事業用移動通信，業務用移動

通信，アマチュア無線等による移動通信系の活用体制について整備し

ておくこと。なお，アマチュア無線の活用は，ボランティアという性格に

配慮すること。

被災現場の状況を(中略）収集し，迅速かつ的確に災害対策本部等

に伝送する画像伝送無線システムの構築に努めること。

H29年4月防災基本計画

国の防災基本計画にアマチュア無線の整備が指定



内閣府が政策課題のひとつでD-STARの活用事例を紹介

内閣官房ホームページより



D-STARシステム＝総務省の委託で開発＝公共性の高いシステム

D-STARシステム＝総務省（当時郵政省）の委託で日本アマチュア無線連盟が開発したシステム

D-STARレピータ＝免許を取得し運用する公共性の高い装置

自治体や医療機関などが防災用バックアップインフラとして次々導入

北福島医療センター

南相馬市立総合病院（準備中）

獨協医科大学

静岡市医師会会館

名古屋第二赤十字病院

愛知医科大学病院

大阪歯科医師会館

日赤（富山・大阪・奈良・香川・熊本）

九州保健福祉大学

鹿児島県米盛病院

新潟大学医学部

郡山市役所 伊勢崎市役所 香取市役所

春日井市役所 東海市役所 弥富市役所

阿久比町役場 三重県庁 津市役所

四日市市役所 名張市役所 恵那市役所

生駒山（NTT生駒中継所） ＷＴＣセンター 桜井市役所

新宮市（県防高森山中継所） 和歌山県すさみ町 出雲市役所

防府市青少年科学館 阿南市消防本部 松山城



災害発生直後から多機能なインフラ確保が可能

災害発生直後の電話も携帯電話も使えない混乱期でも、D-STARなら様々な情報共有が可能です。

 市役所に設置した中継装置を利用して、広範囲での通信が可能です。

 近隣の市町村と情報（画像・音声・テキスト）共有が可能です。

 避難所間で避難者の様子（画像）や物資の在庫状況（テキスト）を共有できます。

 パトロール先の被害状況（画像）と場所（GPSマッピング）を確認できます。

災害は発生直後の
情報共有が重要！



画像伝送の利用条件



GoogleストアやAPPLEストアで無料で入手できるアプリ

D-STARの低速データ部分を使い音声通信と同事にさまざまな情報の送受信が可能

アプリケーションの紹介： RS-MS1A（android版）／RS-MS1I（ios版）



アプリ と対応機種

USBケーブル：OPC-2350LU



アプリが使えるスマホ／タブレットの条件

Android版：RS-MS1A

◎Android4.0以上

◎Googleストア対応

◎USBケーブルで接続＝USBホスト機能に対応した端末

OK例：Xperia,Galaxy,Aquos,arrows,HUAWEI

NG例：Kyocera ※2018年2月調べ

iOS版：RS-MS1I

◎iOS 8.0 以降

◎Bluetooth

USBホストケーブル（OTGケーブル）の配線



USBホストケーブルとは？

パソコンとスマホを接続する スマホと無線機などを接続する

デバイス デバイス

デバイス

ホスト

ホスト

スマートフォンが「親（＝ホスト）」として動作＝USBホスト（OTG）機能

接続に使うUSBケーブル＝USBホスト（OTG）ケーブル



USBケーブル

同期・充電用マイクロUSBケーブルの配線

１番 電源用（VBus）
２番 データ転送用（D-）
３番 データ転送用（D+）
４番 識別用（ID）
５番 電源用（GND）

充電専用 USBホストケーブル

USB Type-Cのピン配列

USB Type-Cの仕様には「オルタネート

（Alt）モード」と呼ばれるオプション機能

があり、ハイスピードパスを利用して映像

信号を伝送できる他、接続された機器のホ

スト／デバイス制御切替が可能。



アプリ RS-MS1A実際の画像



近畿エリアの活用例

日赤奈良

日赤大阪

桜井市役所

近畿周辺の通信エリア

直接通信

大阪歯科医師会館

・日赤や自治体などを中心に防災バックアップインフラとして導入が進んでいます。

・和歌山県は仁坂知事主導の元、海岸線をカバーする中継器整備が進みました。

・大阪府は三師会（医師・薬剤師・歯科医師）がD-STARを防災インフラとして導入。

・日本歯科医師会アマチュア無線連盟も2012年にD-STARを導入。

→大阪歯科医師会館に情報収集拠点を設置
GW接続済 GW接続なし 計画中



徳島県の活用例

海岸線と河川流域をD-STAR網でカバー＋防災教育

◎普及促進

・D-STARレピーター局を県内の数カ所に設置

・市町村役場、消防署等にアマチュア無線社団局を設置

・市町村職員等のアマチュア無線技士養成

◎防災教育

・小・中学生、高校生のアマチュア無線技士養成

徳島県内の通信エリア



Ａ中学校

Ｃ中学校

Ｂ中学校

・避難所の様子
・在庫状況

・避難所の様子
・在庫状況

・避難所の様子
・在庫状況

奈良県桜井市の活用例

桜井市役所

音声＋画像やテキスト
＋GPS位置情報

避難所となる学校ごとに担当ＨＡＭを任命。
災害発生時は担当施設に向かい、災害発生直後から情報共有ができるよう防災訓練を実施。



弥富市役所 東海市役所

春日井市役所

名古屋第二赤十字病院

名古屋大学

愛知医科大学病院

阿久比町役場

愛知県の活用例

市町村／災害拠点病院を中心に官民交えた広域防災ネットワークを構築

市内の各企業からも有資格者を募集



愛知県の活用例



災害拠点病院の導入例（鹿児島県米盛病院）

災害時は地元の情報やボランティアか
らの情報も収集できるよう、病院内に
D-STARシステムも導入。

2017年3月に導入されたDMATカーは衛星・携帯・無線アンテナの他、
投光器・拡声機も装備。自家発電装置と様々な必要物資をカーゴに常
備している『走るDMAT指揮車』に、D-STARの無線機も装備。



山岳で利用する

ICOMのD-STAR機は山岳利用を意識した仕様が豊富

GPSの活用で安心安全をサポート

GPSメモリの活用で安全安心をサポート

GPS自動応答機能の活用で安全安心をサポート

D-STAR＋RS-MS1Aで山岳ボランティアをサポート



今ロープウェイ
を降りました

了解。
もう少しで合流ですよ。

こちら地元ハムクラブです。

お気をつけて。

GPSの活用で安全安心をサポート



GPSメモリの活用で安全安心をサポート

仲間がケガをしてしまった！
一番近い休める場所はドコ？

ID-51にはサンプルメモリがプリセットされています。



GPS自動応答機能の活用で安全安心をサポート

仲間と
連絡が取れなくなった！！

自局宛ての信号を受信した際、内蔵GPSを使って、自局のコールサインと自局の位置情報を送信する機能。

相手の無線機がGPS“OFF”になっている場合は一時的に内蔵GPSをONにします。



山でのインフラ構築は大変！
D-STAR+RS-MS1Aなら
簡単な機材でここまで可能

D-STAR＋RS-MS1Aで山岳ボランティアをサポート



D-STARのもうひとつのモード：ＤＤモードを利用する



デジタルデータ（DDモード）

インターネットの利用 DDモードのレピータを使うことで、ホームページの閲覧や電子メールの送受信など、インターネッ
トで普段行っているほぼ全てのことができます。

ネットワークの構築 パソコンに無線機を接続することで、アマチュア無線でコンピュータのネットワーク回線を確保でき
ます。
しかも10mWの無線LANに比べハイパワー。

ファイルの共有 画像やWord/Excelなどのデータも共有可能。
普段使っているパソコンで、使い慣れたソフトを利用できます。
→音声で伝えるには時間のかかる名簿や在庫リスト等の情報も、

データなら効率良く伝えることができます。

動画の配信 Webカメラを無線機に接続することで、動画の配信も可能。
危険な場所も、DDモードの無線機＋Webカメラなら、離れた場所から監視が可能。

D-STARのもうひとつのモード：DDモードの特徴



■Peer to peer接続例

■インターネット接続例

■インターネット経由のWebカメラ閲覧

JL3YUC_E (10.1.82.110)

JL3YUC_E (10.1.82.110)

JL3YUC_E (10.1.82.110)

JK3AZL_E (10.1.4.78)

1.2GHz  DD Mode

Repeater：JP3YHH (10.0.0.9)

DDモードの接続



D-STAR
DDモードレピータ

画像
Webカメラ
メール
各種データ

名簿
在庫状況
ｽｹｼﾞｭｰﾙ等

危険箇所の監視
（Webカメラ）

DDモードの利用方法（参考）

被災エリア



KENWOODもICOMも。D-STARのことならなんでもわかる！

D-STARフェア2018
６月９日(土) １０:00～１５:00

東別院会館２Ｆ会議室（名古屋市中区橘2-8-45）

《イベントスケジュール》

10:30～ セミナー「D-STARの概要と防災活用事例」

11:30～ セミナー「TH-D74で、もっと楽しむハムライフ」

13:00～ セミナー「ＤＶゲートウェイ機能」

14:00～ お楽しみ抽選会



ご静聴ありがとうございました


