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1. Easy Simple に高速通信モード GMSK を追加しました。アップデートバージョンをダウンロードしインストー

ルしてください。 Vari Image Front をインストールされている方は Vari Image Front のアップデートバージョ

ンをダウンロードしインストールしてください。 インストールされていない方は まず、Vari Image Front Set 

Up をダウンロードしインストールをした後アップデートバージョンをインストールしてください。 

Added High Speed Mode GMSK to Easy Simple. Download and install the test version of Easy Simple 

program. If you have Vari Image Front installed, please download and install update version of Vari Image 

Front. If it is not installed, first download VAri Image Front set up, install it, and then install the update 

version. 

 

2. GMSK モードは W3WVG リチャードさんより配布されている EZ Pix は FSK-W モードを使用していますが互換性

があるようです。 

EZ Pix distributed by W3WVG Richard san uses FSK-W mode, but seems to be compatible with GMSK... 

3. Simple プログラムの GMSK にチェックを入れてください。 

Please check GMSK on Simple program setting tab. 

 

 

4. ＶariFront プログラムは GMSK Image モードとｍｆｓｋ Image の両方に使用できるので設定が簡単に出来るよう

に Menu Mode に MSFK Image および GMSK Image を追加しました。 送受信する電波形式、通信速度、キ

ャリア周波数等を自動設定します。なお、MFSK と GMSK を同時に送受信される場合は VaroFront フォルダー

を一式コピーして VariFront2 を作ってください。同時ではなくどちらかを使用される場合はフォルダーのコピー

は不要です。 

Since the Vari Image Front program can be used for the both GMSK Image mod mfsk image mode, 

MFSK and GMSK image mode have been added to Menu Mode for easy setting Automatically set the 

radio wave format to be sent and received, communication speed, carrier frequency, etc. if you want to 

send and receive MFSK and GMSK at the same time, copy the Vari Image Front folder and create 

VariFront2. Copying the folder is unnecessary if either one is used. 

5. Simple に GMSK モードを追加し FT8 PSK JS8Call および GMSK の４モードを同時受信できるようにしまし

た。GMSK の設定は ETC/GMSK タブで行ってください。 



 

① VariFront で作成するログの保存場所です。 Vari PSK のフォルダーとは別のフォルダーとしてください。 

② EZ Pix で設定した TX Image Server の設定内容と同じにしてください。 なお、EZ Pix プログラムは起動す

ると コールサイン、 運用周波数、ファーストネーム および 画像を保存される URL はリチャードさんのサー

バーに書き込まれます（以降 ＥＺ登録データと呼びます）。 EZ Pix を停止するとそれらのデータは消去されま

す。 マイサーバーを保有していない方は⑥の GMSK はシステムサーバーを使用するにチェックを入れて②は

記入不要です。 

③ ３つの送受信モードがります 

  ＥＺ Ｐｉｘで運用中の方及び GMSK で運用の中の方の両方を画像送受信できます。 

  GMSK 運用の方のみ GMSK で送受信できる。 

  ＥＺ Ｐｉｘで運用中の方のみＳｉｐｍｐｌｅで送受信 

  送信をする場合は EZ Pix を起動してください。送受信は Simple 側で行います。 受信のみの場合は EZ Pix 

  の起動は不要です。 

④ EZ Pix の Rx OK のレポートを受け取る 

⑤ GMSK 画像と FT8 等の他のモード画像と同時にサーバーに画像転送する。 

⑥  

EZ Pix Mode has been added to the Simple so that 4 modes of FT8, PSK, JS8Call and EZ Pix can be received 

simultaneously. Please make EZ Pix setting on the ETC/EZ Pix tab. 

 

① This is the save location for logs created by VariFront. Please make it a different folder from the Vari PSK 

folder. 

② Make it the same as the setting contents of TX image Server set in EZ Pix. Furthermore, when the EZ Pix 

program is started, the call sign, operating frequency, first name and the URL where the image is saved will 

be written to Richard’s server (hereafter referred to registered data). Those data will be erased when you stop 

EZ Pix. If you have no your server, check ⑥ uses the system server and fill in ② is unnecessary. 

③ There are 3 TX/RX modes. 

    TX and RX from both images with EZ Pix and with Simple 



    Only Simple 

    Only EZ Pix 

    If you want to send the image, start EZ Pix to register you image URL. Sending and receiving is 

    performed on the Simple side. Receiving image only, it is not necessary to start EZ Pix 

④ Receive Rx OK report form EZ Pix. 

⑤ Images are transferred to the server at the same time as GMSK images and other mode images 

   such as FT8. 

⑥ If you have not your own server, please check ⑥ GMSK uses the system server. The image is transferred 

to the system server and the Simple user reads the image from the system server. Please note that this 

feature is unique to Simple and cannot be received by EZ Pix users. Even if EZ Pix receive it, the image will 

be different. 

 

6. VariFront の設定 

 

① Mode をクリックして Simple は Vari mfsk Image または GMSK Image を選んでください。 複数のモード

を利用する場合はＣｏｍｍポートが競合しますので JA２FBE 局の推薦されている１つのポートを複数で共用す

る仮想ポートプログラム VSPE を使用してください。 

② GMSK の送信ボタンです。 画像コマンドは自動的に作成され送信され受信モードに移行します。 

③ 画像送信コマンドの編集は Setting GMSK Macro で行ってください。 

① Click Mode and select Simple for Vari mfsk image or GMSK mode. When using multiple modes, the Comm 

port will conflict, so please use the Virtual Port program VSPE that allows multiple users to share one port 

recommended by the JA2FBE station. 

② GMSK send button. The image command is automatically created, sent and turn to receive mode.  

    

7. GMSK は高速文字通信モードを使用するため、信号受信は電離層の状況やノイズに大きく左右されます。し

たがって、 FT8、 JS8Call、 ｍｆｓｋ－U のように微弱電波モードではないので画像交換はある程度無線設

備、コンディションに左右されることをご承知おきください。 現在のコンディションでの 14.233MHz 出力

100W 3ele Tri-bander では W は無理、VK の 1 局のみです。 

Since GMSK uses high-speed text communication mode, signal receiving is greatly affected by ionospheric 

conditions and noise. Therefore, please be aware that image exchange depends to some extent on equipment 

and conditions as it is not a weak mode like FT8, JS8Call, and mfsk-U. 14.233MHz output 150W 3ele Tri-

Bander in current conditions, W is impossible, only one VK station. 

 

 


