
私たちにとって、コールサイン

はとても身近かなもので、愛着の

あるものです。それは、もう一つ

の名前、あるいはそれ以上のもの

かもしれません。

実際に電波を出すとき、このコ

ールサインは、その無線局の身分

を証明するものとなります。だか

ら電波を出すときには、かならず

コールサインをいわなければなら

のないことになっているわけです。

ところが、最近では、特に VHF

や UHF での仲間どうしの QSO で、

最初から最後まで、ぜんぜんコー

ルサインをいわないような QSO

に出会うこともあります。これは、

具合の悪いことですね。

ところで、昔からロング・ラグ

チューの記録についての話がいろ

いろありますが、やはり 1 回の送

信が 10 分をこえるようなときに

は、法律はどうあれ 10 分に 1 回く

らいはコールサインをいって、そ

の電波の身分の証明（ID、Indentifi-

cation）をしたいものです。

そのようなわけで、今月はラグ

チュー派のために、第 1図のよう

に約 10 分ごとに ID のための合図

を出す、ID サインを作ってみるこ

とにしました。

これから作る ID サインは、送信

を始めたときから時間を数え始め、

10 分ごとに数秒から数十秒の間、

なにかの合図を出すようにしてみ

ることにします。

第 2 図はこのような目的を達成

するための ID サインの計画です。

ID サインの心臓部は、約 10 分

ごとに合図を出すための信号を作

り出す「時間コントロール」と、

この時間コントロールから信号を

もらって合図を出す「合図信号発

生」です。

まず、時間コントロールのほう

は、タイマーIC の NE555 による非

安定マルチバイプレーターを使い

ます。タイマーIC による方法は、

時計を利用する方法に比べればそ

れほど正確ではありませんが、回

路は簡単になります。ID サインの

場合には、時間の正確さはそれほ

ど必要ありませんから、タイマー

IC による方法で十分です。

身 分 の 証 明

ID サインの計画
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つぎに合図信号発生ですが、簡

単にやるには、いろいろな電子プ

ザーを鳴らす方法もあります。で

もこれではあまり面白くないので、

ここでは諏訪精工舎製のメロディ

IC の 7910 を使ってやってみるこ

とにします。

なお、7910 には曲が 2 曲とチャ

イム（電子音）が二つはいってお

り、曲の種類によっていろんなも

のが用意されています。

ID サインの回路

第 3 図が、実際に製作する ID

サインの回路です。第 2図の計画

からみれば、もっと簡単な回路に

なるはずだったのですが、実際に

やってみたらいくつかの問題点が

出てきて、このようになってしま

いました。

では、いくつかの問題点を解決

した過程を簡単に説明しておきま

しょう。

①第 1 回のスタート時の問題

送信にはいって第 2 図の時間コ

ントロールをスタートさせる場合、

NE555 をコールドの状態（電圧の

かがっていない状態）から動作を

開始させられれば、話はとてもわ

かりよくなります。

ところが、第 4 図でわかるよう

に、このやり方だと最初は C1が 0

から充電されるため、第 1 回目だ

け時間が長くなってしまうのです。

これでは NG なので、いつも

NE555 は動作状態にしておき、送

信開始と同時にリセットをかけて、

再スタートさせることにしました。

ID サイン回路
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NE555 のリセット端子はピン 4

で、負のパルスでリセットがかか

ります。リセット用のパルスは、

Tr1と Tr2で作り出しています。

さて、これでうまくいくと思っ

たのですが、リセット前後の動作

は第 5 図のようになり、リセット

前とリセット時に余分な合図が出

てしまうのです。

これをどう解決するかですが、

NE555 のピン 3 に出力が出てきて

しまうのは、仕方のないことなの

で、リセット前とリセット直後だ

け出力を途中でストップするよう

にしてみました。

Tr4 がそのためのトランジスタ

で、Tr5とともに AND 回路を構成

しています。そして、C2 と R1 の

時定数を利用して、送信開始直後

の合図をカットしています。

②電源 ON 時の問題

NE555 は常に動作状態におくこ

とにしたのですが、それでも最初

に電源を ON にしたときには、第

4 図の 1 回目の問題が残ります。

すなわち、第 4 図のⒶまでの時間

は使えないことになります。この

時間は、数分間と意外に長いので

す。

そこで、電源 ON 時だけ急速に

C1を充電するために、Tr3と C3を

加えました。

Tr3と C3は本来はなくてもいい

（できれば、ないほうがいい）も

のですが、以上のような理由では

いっています。これで、電源 ON

後 20～30 秒で使えるようになり

ます。

③その他の工夫

パイロット・ランプ用の LED を

LED（＋）と IN の端子の間につな

ぐことにより、スタンバイ時には

LED が暗く光り、送信にすると明

るく光って ID サインが動作して

いることがわかるようにしていま

す。

第 3 図の D2と 6.8kΩ の抵抗器

は、そのためのものです。

メロディ IC の 7910 の動作電圧

は 1.5V ですから、この 1.5V を作

り出さねばなりません。第 3 図で

は、この電圧を LED で作り出して

います。ですから、この LED は定

電圧回路として働いており、とて

も重要です。

7910 は、ピン 4 をハイレベルに

すると動作し、ローレベルにする

と動作が止まります。そこで、時

間コントロールからの信号は、こ

のピン 4 に加えています。

なお、7910 のところの M とい

う端子は曲の切り替え、C1 と C2

の端子はチャイムの切り替え用で

す。

では、第 3 図の回路をプリント

板の上に組み立てることにして、

部品を集めましょう。

第 1 表が、使用部品の一覧表で

す。NE555 は、555 とつけば LM555

などでも OK です。メロディ IC の

7910は別にCQ
．．

にこだわったわけ

ではありませんが、7910CQ を使

ってみました。7910CQ には、曲

として「メリーさんの羊」と「草

競馬」がはいっています。

  LED には、メロディ IC の回路

が働いていないときに 30mA ほど

の電流を流しておきます。ですか

ら、なるべく大型のものを選んで

ください。

なお、メロディ IC の 7910 は

CMOS ですから、ソケットを使っ

ID サインの作り方
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ておきます。

第 6 図が、プリント板のプリン

ト・パターンです。プリント板の

加工が終わったら、部品を取り付

けて組み立てます。組み立てが終

わったら、まだ 7910 はさしこまな

いでおきます。

プリント板が完成したら、ケー

スの中に納めてみましょう。

第 7 図が、ケースに入れるとき

の全体のつなぎ方の一例です。

ID サインの役目からいえば、パ

ネル面には何も出さなくてもいい

のですが、それではさびしいので

何か出してみることにしました。

パネル面に出せるものを第 3 図

でさがしてみると、まず VR1 と

VR2 があります。VR1 は合図の間

隔の 10 分間を決めるもので、VR2

は合図の出ている時間を決めるも

のです。

  つぎに、VR3 があります。これ

は、合図の電子オルゴールの音量

調節（ボリューム）です。

  そのほか、曲目を切り替えたり、

チャイムを鳴らすスイッチといっ

たものも、パネル面に出すことが

できます。

  第 7 図では、VR1と VR2は半固

定のままとし、VR3 の半固定ボリ

ュームをプリント板から外して、

これをパネル面に出してみること

にしました。

  なお、曲やチャイムの切り替え

は、プリント板に端子棒をたて、

ケースの中でやることにしました。

  第 2 表が、ケース入れに必要な

部品の一覧です。

  ケースの TC-120 には、赤色の

TC-120R と ク リ ー ム 色 の

TC-120C の 2 種類があります。こ

のうちで、好みのものを選びます。

  電源トランスに使った HTW901

には、9V 0.1A の巻線が二つあり

ます。本器では、このうちの片方

だけを使いました。

  全体の組み立てが終わったら、

7910 を差し込まないで電源を入

れてみてください。このときプリ
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ント板の上の LED が明るく光れ

ば OK です。

OK でしたら、いったん電源を

切って、IC2の 7910 をソケットに

差し込みます。

では、VR2 をほぼ中央の位置に

おいて、ID サインを働かしてみま

しょう。ストップウォッチを用意

し、STDBY の端子を仮りにショー

トすると、10 分前後で、電子オル

ゴールが 20 秒ほど鳴るはずです。

うまくいったら、VR1 を調節し

てほぼ 10 分ごとに合図が出るよ

うにし、電子オルゴールの鳴って

いる時間を VR2で加減します。

曲とチャイムの切り替えは、つ

ぎのようになります。

まず、第 7 図のように M、C1、

C2 をすべてオープンにしておく

と、「草競馬」です。つぎに、M

と－の端子をつなぐと曲が変わり、

「メリーさんの羊」になります。

もし、C1と C2のどちらかを＋

につなぐと、M の端子とは関係な

く、今度はチャイムに変わります。

どんなチャイムの音が出るかは、

やってみてのお楽しみといったと

ころです。

これで、ID サインのできあがり

です。STDBY の端子をトランシー

バーのリモート端子につなぎ、送

信のときにアースにおちるように

してやります。

するとマイクの PTT スイッチ

を押したときに、今まで暗く光っ

ていたパネル面の LED が明るく

なり、ID サインが動作を始めます。

そして、ラグチューをしていると、

約 10 分ごとに合図を出してくれ

ます。

この ID サインは別にラグチュ

ーだけではなく、ある決められた

時間ごとに仕事をするというとき

にも使えます。

みなさんも、いろいろと応用し

てみてください。

動 作 テ ス ト

330                                                                                 CQ ham radio


