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1.

はじめに
l

本書は、AR-DV1 TAI Web アダプタ装置（本書では「アダプタ装置」と記載）を初期設定のまま、内蔵のサンプル
Web アプリで受信動作するまでの手順を説明するものです。

l

実際の使用にあたっては、セキュリティ対策として、必要な設定項目を任意の値に変更してください。設定値の変更
については取扱説明書をご覧ください。

l

VFO モード受信用サンプル Web アプリを内蔵していますので、本アダプタ装置の API をすぐにお試しいただけます。
Web アプリは、2019 年 4 月現在最新バージョンの iPad Safari、Amazon Silk、Android Chrome (注 1) などで動作
実績があります。
注 1: 内蔵のサンプル Web アプリは画面サイズに制約があり、スマートフォンや Android タブレット、Kindle Fire
タブレットでの使用はおすすめできません。

l

受信機のシリアル通信ポートにおける 受信機コマンド・応答メッセージの取扱いに詳しくなくても、多くの Web ア
プリ作成者に AR-DV1 受信用 Web アプリを作成していただけます。(注 2)
注 2: Web アプリ作成には、HTML5、CSS、JavaScript、jQuery、jQuery mobile、node.js などの知識を要します。
各種画面サイズ向けにも作成いただけます。
受信機コマンドの機能や設定値の意味などについては、「AR-DV1 コマンド説明書」を参照ください。
サーバーサイド JavaScript 環境 Node.js を使用していますので、該当範囲の機能追加変更には、それらの知識
およびコンピュータの OS（Raspbian）環境の操作知識を要します。
Web アプリ作成に関して、エーオーアールによる技術サポートはありません。

l

Web アプリ作成においては、取扱説明書、Web API 資料、および、エーオーアールの英語サイトを参照ください。
http://www.aorja.com/receivers/ar-dv1tai.html
製品情報ページ
http://www.aorja.com/receivers/ar-web-api.html
WebAPI 技術情報ページ

l

このソフトウェアはエーオーアールによって「現状のまま」で、明示であるか暗黙であるかを問わず、何らの保証も
なく提供されます。エーオーアールソフトウェア使用許諾については、取扱説明書のライセンス情報およびエーオー
アールの英語サイトの該当ページをご覧ください。
http://www.aorja.com/receivers/ar-dv1tai/license
ソフトウェアランセンス情報ページ

l

最新の取扱説明書、Web API 資料の Web ダウンロードについて、詳細はエーオーアールの製品情報ページをご覧く
ださい。
©2019 AOR, LTD.
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l

機能概要

1 接続ネットワーク
および接続認証

・ ワイヤレス AP 接続 タブレット等端末からワイヤレス接続可能、WPA2 パスフレーズ認証使用
DHCP サーバ機能（ワイヤレスポートのみ）
・ 有線 LAN 接続
LAN ケーブルで既設 LAN と接続可能、DHCP クライアント機能（有線 LAN ポートのみ）
WebAPI によるアクセス制御(CORS)、パスワード認証

2 有線 LAN 接続共有機能 ・ 有線 LAN ポートをインターネット アクセス ルータに接続することで、ワイヤレス接続中のタブレット等端末
がインターネット上のタイムサーバ時刻同期(NTP)等を利用可能
3 VFO モード用操作機能

・ 取扱説明書の API 一覧を参照ください

4 サンプル Web アプリ
受信機能

・ 受信周波数変更
・ Setting

・
・
・
・
5 サンプル Web アプリ
システム管理機能

Log
Spectrum
Waterfall
受信機時刻設定

・ Settings

・ Shutdown
・ Reboot
・ SSH

Web アプリの数字キー入力による周波数変更、ステップ周波数(1 倍、10 倍)ごとに周波数
変更
次の設定変更操作: 受信機電源オンオフ、音量、SQL 値、復調モード、IF 帯域幅、
ステップ周波数、ステップアジャスト、CTCSS、DCS、DCR ENC.CODE、
デジタル付随情報オンオフ、
簡易スペクトラム表示用設定(スパン、IF 帯域幅、信号レベル検出待ち時間)
受信ログ表示
簡易スペクトラム表示(0.4〜10MHz 幅)(表示中 音声出力停止)
簡易スペクトラム ウォーターフォール表示(0.4〜10MHz 幅)(表示中 音声出力停止)
操作中にタブレット等端末の時刻情報から受信機の時計を自動設定(端末のタイムゾーン
に対応)
有線 LAN 側から接続の時のパスワード変更
ワイヤレスアダプタの情報表示(MAC アドレス、IP アドレス)
ワイヤレスアダプタの設定変更(無線 LAN チャンネル、国コード、SSID、パスフレーズ)
イーサネットアダプタの情報表示(MAC アドレス、IP アドレス)
本アダプタ装置のシャットダウン(電源切断前に実行すべきもの)
本アダプタ装置の再起動(システム設定変更時などに実行すべきもの)
本アダプタ装置の SSH 機能の開始・停止

©2019 AOR, LTD.
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l

安全ガイドについて
本品を構成するコンピュータに関する安全ガイド「Raspberry Pi SAFETY INSTRUCTIONS AND
QUICK START GUIDE」（英語、日本語を含む 多言語文書）をご参照ください。

l

本品について、くわしくは、取扱説明書をご覧ください。
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3.

同梱品
1 起動用メディア

1 AR-DV1 TAI ソフトウェア内蔵 起動用メディア micro SDHC 16GB

2 コンピュータ基板

1 Raspberry Pi 3 Model B+

3 ケース

1 Raspberry Pi 3 Model B+ 対応ケース

4 USB オーディオアダプタ 1 USB オーディオ変換アダプタ (C-Media HS-100B 使用) ケース外部より接続
5 AC アダプタ

1 AC アダプタ DC5V 2.5A 以上、AC100〜240V(50/60Hz) microUSB プラグ

6 USB ケーブル

1 USB A (オス) – マイクロ B (オス) ケーブル 左向き L 型

7 オーディオケーブル

1 3.5mm L 型 3 極 ミニプラグ オーディオケーブル

8 安全ガイド

1 Raspberry Pi SAFETY INSTRUCTIONS AND QUICK START GUIDE (多言語文書)

9 取扱説明書

1 AR-DV1 TAI 無線 LAN 内蔵 Web アダプタ装置セット取扱説明書

10 WebAPI 資料

1 AR-DV1 TAI Web Adapter API

11 クイックスタートガイド 1 本書

©2019 AOR, LTD.
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4.

ネットワーク接続方法について
本アダプタ装置は、次のいずれかの接続方法でお使いいただくことができます。
1.

インターネットに接続なしで、タブレット端末とアダプタ装置との間を直接に無線 LAN 接続する方法
タブレット端末の内蔵時計は、インターネット接続なしでは次第にずれが生じますので、必要に応じて、タブレット端
末の日付時刻を合わせてください。 Web アプリ接続時にタブレット端末の内蔵時計の時刻より AR-DV1 受信機の時計
を自動設定します。
AR-DV1 TAI
アダプタ装置

2.

アダプタ装置をインターネット接続ルータに有線 LAN で接続する方法
アダプタ装置を経由して、タブレット端末はインターネット上の時刻サーバで自動的に時刻同期できます。
タブレット端末はインターネットも利用できますが、アダプタ装置を経由するため、動画の視聴などの高速通信はおす
すめできません。

AR-DV1 TAI
アダプタ装置

3.

タブレット端末も接続しているインターネット接続無線 LAN ルータに、アダプタ装置を有線 LAN で接続する方法
既設の無線 LAN ルータに接続したタブレット端末で利用できます。 ルータの設定でアダプタ装置の IP アドレスを固
定割り当てすることが必要です。 タブレット端末が Web アプリ使用開始時にパスワード認証を使います。

AR-DV1 TAI
アダプタ装置

©2019 AOR, LTD.
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5.

ご使用のまえにご用意いただくもの
◯ 本品のほかに必ずご用意いただくもの
l
l

AR-DV1 受信機 １台
（ファームウェア v1903A 以降であり、電源、アンテナ等を接続したとき、受信動作ができる状態であること）
無線 LAN 接続可能なタブレット端末（iPad シリーズなど） １台
（2018 年現在最新バージョンのブラウザアプリが使えるもの）

本アダプタ装置は AC 電源コンセント １個口 を使用します。
◯ 必要に応じて上に加えてご用意いただくもの
1.

アダプタ装置をインターネット接続ルータに有線 LAN で接続する場合

l
l

インターネットに接続可能な有線 LAN 環境（DHCP による IP アドレス自動割当ができるもの）
LAN ケーブル(RJ45 コネクタ、Cat5 相当以上) 1 本（本アダプタ装置と有線 LAN 環境との接続に必要な長さ）

2.

タブレット端末も接続しているインターネット接続無線 LAN ルータに、アダプタ装置を有線 LAN で接続する方法

l
l

インターネットに接続可能な有線 LAN 環境（DHCP による IP アドレスの固定割当ができるもの：注１）
LAN ケーブル(RJ45 コネクタ、Cat5 相当以上) 1 本（本アダプタ装置と有線 LAN 環境との接続に必要な長さ）

注１：本アダプタ装置の有線 LAN ポート側からタブレット端末等で接続する場合は、本アダプタ装置の有線 LAN ポート
の IP アドレスを固定するために、お使いのルータ等の DHCP サーバ機能に（装置の MAC アドレスに対して）IP
アドレスを固定割当する機能が必要です。詳しくはお使いのルータ等の取扱説明書を参照ください。
ルータ等の設定方法について、エーオーアールによるサポートはありません。

©2019 AOR, LTD.
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6.

外観
USB オーディオアダプタ

コンピュータ(上面)

(緑色)出力端子
(使用しない)

USB 端子
(上段・下段)

(桃色)入力端子
USB 端子
(上段・下段とも、使用しない)
有線 LAN 端子
(有線 LAN に接続時のみ使用)
(その他の端子、コネクタなどは使用しない)

電源端子(MicroUSB)

AC アダプタ

コンピュータ(底面)

起動用
メディア
(取付済)

注：写真の透明ケースは説明用のため同梱品とは異なります

©2019 AOR, LTD.
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7.

各部の接続

USB オーディオアダプタ

オーディオケーブル
→ PHONES 端子へ
(AR-DV1 前面)

コンピュータ
USB (上段)
USB(下段)

(桃色) 入力端子

USB ケーブル

電源端子
(MicroUSB)

→ USB 端子へ
(AR-DV1 前面)

有線 LAN(注 2)
注 2：LAN に接続する場合は、LAN ケーブル(別途)で、ルータ等
と接続してください。

その他の端子は使用しません

本アダプタ装置の AC アダプタ(注 1)
注 1：AC アダプタの電源コンセントへの接続について
他のすべての接続が完了し、受信機の電源を通電後、＊最後に＊電源コンセントに接続してください。
本装置のコンピュータは電源を接続後、直ちに起動開始します。
注：写真の透明ケースは説明用のため同梱品とは異なります

©2019 AOR, LTD.
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□ 接続した状態
注意
・ ケースの内部のピンなどに手を触れないこと。
・ 放熱のためケースの開口部をふさがないこと。

オーディオケーブル

USB ケーブル

注：写真の透明ケースは説明用のため同梱品とは異なります

©2019 AOR, LTD.
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8.

電源を接続する
電源を接続する前に、本アダプタ装置を受信機に接続したあと、
AC アダプタを電源コンセントに接続してください。
電源コンセントに接続
◯ 有線 LAN を使用する場合は、電源を接続する前に LAN 接続して
ください。
◯ 本アダプタ装置は、電源コンセントに接続後、直ちに起動開始し、
約 60 秒後にワイヤレスネットワークに接続可能になります。

9.

タブレット等の Wi-Fi 接続（初期値の場合）
タブレット等の[設定]-[Wi-Fi]アプリから本アダプタ装置のワイヤレス接続情報を確認して、接続する。
-

表示されるワイヤレスネットワークの名称 SSID の一覧
から、
AR-WEB-RECEIVERXXXX
を見つける。
(XXXX は装置ごとに異なるワイヤレスアダプタの MAC
アドレス下位 4 桁の数字または英小文字 a〜f の組合せ)
例：XXXX = 0eb4

-

この場合の本アダプタ装置のワイヤレス接続時のパスワ
ード(Password)は、上の XXXX と同じ 4 文字を使用した
次のものが初期値です。
arwebreceiverXXXX
例：XXXX が 0eb4 の場合 arwebreceiver0eb4

-

これらの初期値は Web アプリで変更できます。詳しくは
取扱説明書をご覧ください。

©2019 AOR, LTD.
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10. サンプル Web アプリの使い方
注意：Web アプリは、ブラウザに読み込まれた状態で動作します。ページを再読み込みすると動作を継続できなくなりま
すので、受信機に接続する操作からおこなう必要があります。
注意：タブレット等が本アダプタ装置の有線 LAN ポート側から接続する場合のみパスワード認証が必要です。
（12 章 p.17）
1.

ブラウザで http://192.168.0.20:3000/receiver.html から「AR WEB RECEIVER」Web アプリを開く。

2.

受信機に接続するために、POWER ON/OFF をタップして ON にする。約 20 秒お待ちください。
◯ Web アプリが受信機に接続し、受信機の電源をオンにして、リモートモードにします。（受信機の電源がすでにオ
ンの状態でも、接続のためにこの操作が必要です。）

◯ 受信機が起動して操作可能になります。（受信機電源オフ状態から、約 20 秒程度かかります）
◯ タブレット等の時刻情報を受信機に設定します。
（Web アプリから接続中は約 1 時間ごとに時刻同期します）
3. VFO モードで受信機を操作できます。
受信周波数を変更
数字キー入力(MHz 単位)
[ENT]で設定
[CLR]で入力中の 1 字削除

□ 受信周波数表示・操作部
VFO-A / B / Z 切替え
受信周波数を変更
ステップ周波数
< 周波数を低く（<<10x 10 倍）
> 周波数を高く（10x>> 10 倍）

□ 表示の切替えタブ
設定
ログ
スペクトラム
ウォーターフォール

□ [Settings]タブ

音量を変える

接続・電源、音量、スケルチ

スケルチレベルを変える

受信機に接続、電源オン

©2019 AOR, LTD.
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□ [Settings]タブ(つづき)
受信中の VFO の各種設定
MODE 設定

◯ これらは設定ボタンのみです
現在の設定内容はボタン表示されません
◯ 選択できないボタン等は非表示

T-TC スロット番号設定

◯ T-TC SLOT は T-TC モード時のみ表示

IF BW 設定

◯ デジタルモードでは IF BW は固定のた
めボタンで選択できません

STEP 設定

STEP ADJ 設定

CTCSS 表示
CTCSS 設定
DCS 表示
DCS 設定
ENC.CODE 表示
ENC.CODE 設定

[Get]: 表示値を入力欄にコピー
[Set]: 入力欄内容を設定

DIGI.DISP 設定
©2019 AOR, LTD.
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□ [Settings]タブ(つづき)
SPECTRUM PRAM 簡易スペクトラム、ウォーターフォール表示関係の設定
この Web アプリでは、受信周波数を中心に VFO の周波数を自動的に変化させて、80 点の信号レベルを取得する方法で、
簡易スペクトラム、ウォーターフォール表示を作成する実験的なデモ画面を備えています。(表示例は後述)
- グラフ内の目盛をタップすると、その周波数に受信周波数を変更します。
◯ 取得中は音声出力が停止します。
SPAN
- 表示する周波数の幅
- [MHz]をタップして、入力した値を設定
- 0.4〜10.0MHz の範囲で設定可能
MODE
- 信号レベルを取得する際のモード(FM に固定)
IFBW
- 信号レベルを取得する際の IFBW
- AUTO: SPAN を 80 点に分割したスペクトラム
ステップ周波数に応じて、表示の設定値を使用
- 6kHz〜200kHz より手動選択可能
WAIT TIME
- 周波数を変化したあと信号レベルの取得のために
保持する時間
- [ms]をタップして、入力した値を設定
NUMBER OF DOTS
- 信号レベルを取得し表示する測定点数 (80 点に固定)

©2019 AOR, LTD.
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□ [Log]タブ
受信ログ表示を作成する実験的なデモ画面
- 秒単位の時刻を使用するためにタブレット等の時刻情報をもとに、コマンドで取得したスケルチの開閉、デジタル復調
時に検出した文字情報などから、ログ表示します。
- 短時間の送信や複数局の送信が連続した場合など、正確に取得できない場合があります。
- ログ内容を削除しませんので、長時間の使用はおすすめできません。ブラウザを再読み込みして再接続してください。

©2019 AOR, LTD.
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□ [Spectrum]タブ、[Waterfall]タブ
簡易スペクトラム、ウォーターフォール表示を作成する実験的なデモ画面
- タブを切り替えた時から信号レベルの取得を開始します。取得中は音声出力が停止します。
- SPAN(表示する周波数の幅)に応じて、IFBW や WAIT TIME を調整してみてください。
- グラフ内の目盛をタップすると、その周波数に受信周波数を変更します。
（取得とグラフ作成は中止します）
- 取得とグラフ作成を再開する場合は、同じタブをタップします。

©2019 AOR, LTD.
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11. シャットダウンおよび電源を切る
本アダプタ装置の電源を切る場合は、シャットダウン手順を実行したあと
で、本アダプタ装置の電源を切ってください。
1. サンプル Web アプリ [Menu] > [Shutdown] をタップする。
◯ シャットダウンを受け付けた
ことを表示し、約 10〜20 秒後
にシャットダウン完了します。
・ [Close]をタップして閉じる。
2. AC アダプタを電源コンセントから取り外す。（電源を切るスイッチ等はありません。）
＊ 本アダプタ装置はコンピュータであり、動作中に電源を切ると、起動用メディア内のファイルが破損する可能性
があります。
＊ 本アダプタ装置と受信機とが接続できていない状態では、シャットダウン手順を実行しても、動作しない場合が
あります。
＊ シャットダウンが受付されない場合は、タブレット端末等からの接続を切って、何も操作していない状態で、本
アダプタ装置の電源を切ってください。

©2019 AOR, LTD.
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12. 有線 LAN ポート側からの接続の場合の Login
- タブレット等から本アダプタ装置の有線 LAN ポート側から接続する場合には、お使いの LAN 環境で（DHCP サーバ
で設定する）固定割当した IP アドレスの URL で接続します。
http://nn.nn.nn.nn:3000/receiver.html
nn.nn.nn.nn は有線 LAN ポートの IP アドレス
- 接続時には、パスワード認証が必要です。
有線 LAN 接続を使用する場合のパスワードを使用してください。
パスワードの初期値は、
arwebreceiverXXXX
XXXX は、ワイヤレスネットワークの名称 SSID の一覧（9 章 p.10）
で見つけた AR-WEB-RECEIVERXXXX の XXXX と同じです。
例：XXXX が 0eb4 の場合 arwebreceiver0eb4
- このパスワードは Web アプリで変更できます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

©2019 AOR, LTD.
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13. 接続情報の初期値内容
セキュリティ対策のため、必要に応じて、任意の値に変更してください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
項目 1、2、6 は、サンプル Web アプリの「ADAPTER」
「SETTINGS」ページ（[Menu] > [Settings]）で変更できます。
項目
初期値内容
確認方法
AR-WEB-RECEIVERXXXX
1 ワイヤレスネットワーク
タブレットの「設定」＞「Wi-Fi」にて
XXXX は装置により異なります
SSID
表示されるワイヤレスネットワーク名
ワイヤレス アダプタの MAC アドレス下位 4 桁と同じ 称一覧の中から探す
arwebreceiverXXXX
2 ワイヤレスネットワーク
サンプル Web アプリの「SETTINGS」
XXXX
は項目
1
の
SSID
の
XXXX
と同じ
Passphrase
ページにも表示
3 ワイヤレスから接続時の URL http://192.168.0.20:3000/receiver.html
すべての装置で同じ(固定)
以下の項目は有線 LAN ポート側からタブレット端末等で接続する場合に使用するものです 必要に応じて確認、変更してください
4 有線 LAN (Ethernet) ポート
IP Address は有線 LAN 内の DHCP サーバによって自 サンプル Web アプリの「SETTINGS」
MAC Address、IP Address
動割当されます(注 1)
ページに表示
http://nn.nn.nn.nn:3000/receiver.html
5 有線 LAN から接続時の URL
IP アドレスは項目 4 の内容に従う
nn.nn.nn.nn は有線 LAN ポートの IP アドレス
arwebreceiverXXXX
6 有線 LAN から接続時の
項目 1 の SSID の XXXX と同じ
ログイン Password
以下の項目は、ワイヤレス アダプタの設定内容です 使用場所の電波環境、および、国・地域の電波法令に対応する必要があります
7 ワイヤレス LAN チャンネル
1CH (2.4G)
項目 4 と同じ「SETTINGS」ページに
Wireless Lan Channel
表示
8 国コード Country
JP (Japan)
項目 4 と同じ「SETTINGS」ページに
使用チャンネル・送信出力規制 ISO/IEC 3166-1 国名コード(2 文字)より設定(注 2)
表示
対応設定
注 1: 有線 LAN ポートの IP Address を固定したい場合は、有線 LAN でお使いのルータ(DHCP サーバ機能)で、本アダプタ装置の
MAC Address に対して IP Address を固定割当するように設定してください。詳しくはお使いのルータの説明書をご覧くださ
い。本アダプタ装置では、この IP Address を手動設定できません。
注 2: FR (France)、GB (UK)、US (USA)ほか、ISO/IEC 3166-1 国名コード(2 文字)は次の URL の Alpha-2 code を参照ください。
< https://www.iso.org/obp/ui/#search/code/ >
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14. 仕様
1 動作環境
(セット同梱品)

コンピュータ
オーディオ入力アダプタ
起動用メディア

2 対象受信機
(セットには含みません)

AOR AR-DV1 デジタル ボイス レシーバー 1 台
(※ AR-DV10 ハンディ デジタル レシーバーは、一部コマンド非互換)

3 受信機との接続
(セット同梱品)

コントロール
オーディオ入力

USB Type-A ジャック(コンピュータ)
3.5mmφ ミニジャック(オーディオ入力アダプタ、モノラル入力)

4 ネットワーク接続

ワイヤレス AP
有線 LAN

802.11b/g/a - 2.4/5GHz WPA2 (他のモードは不使用) DHCP サービス動作
10/100/1000BASE-T DHCP クライアント動作 (IP アドレス固定必要時は LAN 内の
DHCP サーバにて、IP アドレス固定割当設定を推奨)

5 コンピュータの電源

AC アダプタ

DC5V 2.5A 以上、AC100〜240V(50/60Hz) microUSB プラグ

6 コンピュータのケース
ほか寸法

ケース 62mm(W) x 26mm(H) x 92mm(D)
オーディオアダプタ(直結時)のコンピュータのケースから(D 方向へ)の飛び出し寸法

7 起動用メディア

microSDHC カード 16GB Class 10 UHS-I A1
AR-DV1 TAI ソフトウェア内蔵
ベース OS パッケージ Raspbian Stretch Lite 2018-11-13 Kernel 4.14

8 ソフトウェア構成概要

Node.js – Web サーバ・音声伝送サーバ
AR-DV1 受信機 VFO モード用 JavaScript ライブラリ
jQuery、 jQuery.mobile、Chart.js、sdr.js、mathbox.js、moment.js、他

9 同時接続クライアント数

ワイヤレス、有線 LAN 接続を合わせて、原則として１台

Raspberry Pi 3 Model B+
Plugable USB Audio Adapter、コンピュータの USB 端子に直接に接続
microSDHC 16GB (Class 10 UHS-I A1 推奨)、コンピュータのカードスロットに装着

約 33mm

10 通信ポート

コントロール
音声伝送

11 サンプル Web アプリ
動作確認ブラウザ
(2018/12 現在)

・ iPad – Safari
・ Kindle Fire HD - Amazon Silk*
・ Android Tablet – Chrome*
( *: 内蔵のサンプルアプリでは画面サイズに制約がありおすすめできません)
◎ WebAPI は、HTML5 および最近の JavaScript をサポートする各種のブラウザ向け、かつ、各種の画面サイ
ズ向けの Web アプリの作成にお使いいただけます

TCP 3000 ポート番号は固定
TCP 3000 ポート番号は固定
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15. こんなときには
1.

受信機が反応しません
次のような原因が考えられます。
- 本アダプタ装置の電源を接続したときに、受信機と USB ケーブルで接続していなかった。あるいは、受信機の電
源を接続していなかった。
- 本アダプタ装置の起動後に、たとえ一時的にでも、受信機との USB ケーブル接続を抜いた。
充電専用の USB ケーブルは使用できません。
受信機と本アダプタ装置間を通信可能な USB ケーブルで接続すること、および、受信機に電源が供給されているこ
とを確認してください。 そのあと、本アダプタ装置の Web アプリの[Menu]>[Reboot]メニューによって、本アダプ
タ装置を再起動してください。

2.

受信音が聞こえません
次のような原因が考えられます。
- タブレット端末等がサイレントモード、または、音量設定を低くしている。
- スケルチが閉じている。
- スケルチレベルが高すぎる。
- 復調モードが合っていない。
- 受信機の PHONES 端子と USB オーディオアダプタとの接続が良くない。
これらの原因を点検して解消してください。

3.

アプリで聞こえる音声が遅延している
このソフトウェアで使用する音声伝送方式の特性のため、ブラウザで再生される音声は実際の受信よりも数秒の遅れ
が発生する場合があります。特に、ワイヤレスネットワークの通信状況が良くない場合やネットワークが混雑してい
る場合により長い遅延が発生する場合があります。
アダプタ装置との通信状況の良い環境でお使いになることをおすすめします。
現在の遅延をリセットするには、ブラウザで Web アプリを再読み込みして、アプリ内の受信機接続・電源オン（Web
アプリの[Settings]タブの「POWER ON/OFF」を「ON」にする）操作をして受信を再開してください。
©2019 AOR, LTD.
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4.

「NETWORK ERROR」が表示される
これは、Web アプリがアダプタと設定時間内に通信できなかったことを意味します。例えば、ワイヤレスネットワー
クの信号が弱い場合やネットワークが著しく混雑している場合におこります。
この表示をクリックして閉じたあと、引き続き操作できれば、そのままお使いいただけます。
もし、頻繁に発生する場合は、アダプタ装置との通信状況の良い環境でお使いください。
ブラウザで Web アプリを再読み込みして、アプリ内の受信機接続・電源オン（Web アプリの[Settings]タブの「POWER
ON/OFF」を「ON」にする）操作をして受信を再開してください。
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