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Fldigiのインストールと操作
１ Fldigi のインストール1

デスクトップでインストールできるが最新バージョンがない

1. スタートメニューの設定から「Add/Rmove Software」 をクリックする

2. 検索窓に「fldigi」と入力する。
3. 「Enter」キーを押す。
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4. 検索された結果が表示される。
5.「fldigi-3.23.14-1 」にチェックを入れる。
6. 右下の「OK」ボタンをクリックする。

7. 認証の画面になるのでパスワードを入力する
8. パスワードはユーザー「pi」のもの。
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9.パッケージのダウンロードとインストールが行われる。
時間が掛かる

10.インストールが終わりデスクトップに戻る
11.スタートメニューの「Internet」グループに「fldigi」がある
12.アイコンをクリック
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２ Fldigi のインストール2
手順が多く面倒だが最新バージョンをインストールできる

1. Fldigi 関連のファイルは「https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/」(SOURCFORGE)に
ある。

2.「Fldigi」をクリックする。

3.「Fldigi」のページに移動する

※様々な OSに対応するファイルが置かれている。
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4. Windows用は「fldigi-4.0.18_setup.exe」Linux用は「fldigi-4.0.18.tar.gz」。raspberry piに
はこの Linux用をダウンロードする。

※ここには以前のバージョンやヘルプファイル等も置かれている。

※ Windows ではダウンロードした「fldigi-4.0.18_setup.exe」をダブルクリックす
るだけでインストールできる。

※ファイルはW1HKJのサイトにもある
http://www.w1hkj.com/files/fldigi/・・・fldigi
http://www.w1hkj.com/files・・・・・・関連ファイルは indexから

３ raspberry piへのFldigiインストール

この項の説明は http://www.kk5jy.net/fldigi-build/ に掲載されているものを解説

ダウンロードした fldigiのバージョンに合わせる。今回は 4.0.18に変更
「tar -zxvf fldigi-4.0.18.tar.gz」

３－１ソースの入手
Fldigi の Web サイトには、さまざまなソースパッケージをダウンロードするためのリン
クがあります。ここでは W1HKJの webサイトにある Fldigiと Flrigおよび SourceForgeペ
ージから入手可能なパッケージ hamlibとをビルドする。

以下はすべて Raspbianのウエブブラウザーでダウンロードする。

4 つのファイルは 2019年 1 月 23 日現在のもの。バージョンが新しくなっている場合は以
下の説明記述をそれに合わせて書き換える必要があるので注意。またすべての操作を完了

するまで相当な時間を要するのでエラーメッセージが出ない限り待つ。

1. http://www.w1hkj.com/files/ を開く。
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2. 「fldigi」をクリックする。

3. 様々な OSに対応した fldigiのリストが表示される。

4.「fldigi-4.0.18.tar.gz」をダウンロードする。

5. ダウンロードできたら(1.)のインデックスに戻る。
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6. 同様にして他の 2つも含め以下の 3種類のファイルをダウンロードする。
fldigi-4.0.18.tar.gz
flrig-1.3.41.tar.gz
flxmlrpc-0.1.4.tar.gz

7. https://sourceforge.net/projects/hamlib/files/hamlib/3.2/ を開き、下記のファイルをダウンロ
ードする。

hamlib-3.2.tar.gz

8. ダウンロードした 4つのファイルは/home/pi/Downloadsに保存される。
9. 上の 4つのファイルはこの SOURCEFORGEですべてダウンロードすることができる。
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10.ファイルマネージャーでこれら 4つのファイルを「/home/pi」に移動する

３－２ ビルドの準備

ターミナルを開いくがここからは SSH もしくは VNCを使用して windows の PCで操作す
ると作業が楽。

次の文字を打ち込む。Oはアルファベットなので数字のゼロと間違えないように注意。

３－３ パッケージの用意

1.以下の各行を打ち込む

1 と l の違い
に注意

sudo apt-get update
sudo apt-get install libfltk1.3-dev
sudo apt-get install libjpeg9-dev
sudo apt-get install libxft-dev
sudo apt-get install libxinerama-dev
sudo apt-get install libxcursor-dev
sudo apt-get install libsndfile1-dev
sudo apt-get install libsamplerate0-dev
sudo apt-get install portaudio19-dev
sudo apt-get install libpulse-dev

tar -zxvf flxmlrpc-0.1.4.tar.gz
cd flxmlrpc-0.1.4
./configure --prefix=/usr/local --enable-static
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ..

export CXXFLAGS='-O2 -march=native -mtune=native'
export CFLAGS='-O2 -march=native -mtune=native'
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※上記の作業中 Y/N を聞いてきたら次の図のように「Y」を入力「Enter」を押す。

2. 続いて下記の各行を入力する。

３－４ Flrigのビルド

1. 以下の各行を打ち込む

2.「flrig」と打ち込み flrigを起動し動作を確認する。

sudo apt-get remove libhamlib2

tar -zxvf hamlib-3.2.tar.gz
cd hamlib-3.2
./configure --prefix=/usr/local --enable-static
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd..

tar -zxvf flrig-1.3.40.tar.gz
cd flrig-1.3.40
./configure --prefix=/usr/local --enable-static
make
sudo make install
cd ..
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３－５ Fldigiのビルド

1. 以下の各行を打ち込む

2. ディレクトリを「fldigi-4.0.18」(fldigi-4.0.17)から移動した。

3. USBオーディオアダプターを接続しておく。

tar -zxvf fldigi-4.0.18.tar.gz
cd fldigi-4.0.18
./configure --prefix=/usr/local --enable-static

make
sudo make install
cd ..
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4.「fldigi」と打ち込む。

5. fldigiが起動する

6. Fldigiの configuration wizardが表示される
7. 「Next」をクリックする
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8. 局と運用者情報入力画面が表示される

9. コールサインなどを入力して「NEXT」をクリックする。

10. オーディオポートの設定画面になる。

※ USB オーデ
ィオが接続

されている

こ と が 前

提。

11.「 Portaudio」にチェ
ックを入れる。

1 2 .「 C a p t u r e」 と

「 Playback」にそれ
ぞ れ 「 USB Audio
Device」が表示され
る
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13. USB Audioを選択

４ Fldigiの操作

４－１ Fldigiの起動

1. リブートする
2. スタートメニューの「Internet」を開く。
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3. 関連するプログラムのアイコンが表示される。
4. ここに「Fldigi」があるのでクリックする。
5. Fldigiが立ち上がる

6. Fldigiの初期 windowは 800× 490ドットでこれが最小画面。
7. windowをデスクトップ一杯に広げる。

４－２ 気象FAXの受信

※この場合は 1920× 1080ドット。

1.「Mode」メニューを開き「WEAX」を選択する。
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2. 気象 FAXでは IOC576をアマチュアファクシミリの場合は 288を選択する。
3.左下のMODE表示がWEFFAXになる。

4. JMHを受信してみる

5. 衛星による雲写真の送信前に送出されるテストチャートを受信してみた。
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6. 続いて送信される「気象衛星による雲写真」を受信中。

7. 受信終了毎に画像ファイルが「/home/pi/.fldigi/images/」に保存されていく。

４－３ 受信時の操作

1.「MODE」メニューの「WEFAX」をクリック
2. 気象 FAX なら選択メニューで「WEFAX-IOC576」をアマチュア FAX なら
「WEFAX-IOC288」をクリックする。

3. 受信機に接続してあり、かつファクシミリの信号があれば、しばらく待つと受信が開
始される。
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4. USBオーディオアダプターによって回転数「LPM」にずれがあるので「SLANT」(傾斜)
の調整をする。次回からこの操作は不要。

5. 受信時の操作パネルの機能を上の図に示す。

受信操作パネル
1.「Save」手動で受信画像を保存するときにクリック
2.「Clear」表示されている受信画面をクリアするときにクリックする。

「Skip APT」ボタンにになりさらにクリックすると「Skip Phase」になる。
受信信号が弱く自動起動、位相整合ができないときにこれらをクリックして強

制時に受信する。

3.「Pause」受信を一時停止するときにクリックする。ボタンは「Resume」変わる。
受信を再開するときには「Resume」をクリックする。

4. デフォルトは自動受信自動停止になっているので、自動停止させずに連続して受信す
るときにはクリックする。

5. 受信画面に表示される受信画像の大きさを%で変える。
※保存される画像のサイズとは無関係

6. 受信された画像は停止信号終了後に PNGファイルとして保存される。
※Windowsの場合は 「C:¥Users¥ユーザーフォルダ/fldigi.files¥images」
※ Rasbianの場合は「/home/pi/.fldigi/images/」

7. 選択された動作モードが表示される。
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8. 動作中の回転数が表示される。
9. 受信開始されてからの走査線の数が表示される。
10.「 SLANT」 の を クリックすると左に寄っていく画面を

右方向に修正できる。

「SLANT」 の をクリックすると右に寄っていく画面

を左方向に修正できる。

11.「Align」 の か で受信画像の端を画面の左また

は右に移動させる。

※途中から受信してうまく位相整合ができなかった場合にこれを使う

※すでに受信済みの部分も含めて正しい位置に合わせることが可能。

12. どのような種類に信号を受信しているか MOEMの動作状態を表示する。
13. 受信信号の入力レベルを表示する。

４－３ 送信時の操作

1. 送信原稿になる画像を用意する。
2. 1800× 1100が最大サイズ
3. 最大サイズを超えるところで送信が停止する。
4. 画像の左もしくは右の端に横 90ドット(5%)の黒線を書き込んでおく。

※ fldigi では画像信号が送出
されるときに位相信号が

止められているので例え

ば 白 画 像 の 部 分 だ と

2300Hz の連続信号となっ
てしまう。

※最初の位相信号が白位相

なので位相整合できない。

「Load」で読み込んだ送信用画像
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5. 「View」メニューの「Weather Fax Image TX」をクリックする。

6. 送信WINDOWが開く。
7. 「Load」で送信用ファイルを読み
込む

8. 「Transmit」で送信が開始される。
9. 送信信時の操作パネルの機能を下
の図に示す。

送信操作パネル
1. 回転数の表示
2. 原稿が読み込まれたらこのボタン
をクリックすると送信が開始される。

3. 送信原稿のファイルを読み込む。
4.読み込まれた画像の表示サイズを小さくすると前画像が見える。送信される画像のサイ
ズには無関係。

5. 読み込まれた画像を消去する。
6. 受信用のWINDOWだけになる。
7. 現在動作中のモードを表示する。
8. どこまで送信できているか走査線数を表示する。
9. 途中で送信中止する場合にクリックする。
10.送信済みの全体に対する割合を%で表示、残り時間も表示する。

※ 8から 10は、送信中に表示される。送信が終わると元の表示に戻る。
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４－４ デスクトップにアイコンを置く

インターネットグループにあるアイコンをデスクトップに表示する

1. インターネットグループの「Fldigi」アイコンで右クリックする。
2. 表示される「Add to desktop」をクリックする。

3.デスクトップにアイコンが表示される

4. fldigiを起動するにはアイコンを右ク
リック

5. 表示されるメニューで「Open」をク
リックする

４－５ モニターのスリープを禁止する

一定時間が経過するとモニター表示が消えるので、煩わしい場合はスリープしないよう

に設定する。

1. Terminal で以下のコマンドを実行し、設定ファイルを作る。
sudo mkdir -p ~/.config/lxsession/LXDE-pi
sudo nano ~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart

2.開いた「autostart」ファイルに以下の文字列を
記述する。
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3.保存して Raspberry Pi を再起動する。

５ 参考

５－１ 最新のRaspbian

※ 最新の Raspbianでは下記の設定項目が順次表示される。

WiFiアクセスポイントの選択とパスワードの入力
ロケーション設定

言語の設定

piのパスワード設定
wifiアクセスポイント選択
Updateのチェックとダウンロード

５－２ 言語の選択

※ Fldigi では日本語に対応していないので OS の言語設定を日本語にすると画面の文字
がすべて□になる。

※ 言語設定で「en」に変更しておくとよい。
※ Windowsでは問題ない。

５－３ USB audio divice

USB audio diviceは例えばバッファロー BUFFALOの
「BSHSAU01BK」（実売価格 1,300 円程度）が使える。
アマゾン等で購入できる格安（300 円）のコネクタ一体
型でも使用可能。

一体型の USB to audio アダプター

@lxpanel --profile LXDE-pi
@pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
@xscreensaver -no-splash
@point-rpi

@xset s 0 0
@xset s noblank
@xset s noexpose
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7インチのモニターと Raspberry pi 3を自作のアクリルケースに組み込んだ

7インチのモニターに組み込んだ Raspberry pi 3Bで FAXを受信中
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Raspberry pi zero

Raspberry pi zero w と 5.5インチモニターを
自作のアクリルケースに込み込んだ 背面

5.5インチモニター一体型の Raspberry pi zero wで FAX受信中 バッテリーで動作させている
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