
タッチ・スタンバイといっても

いくつかの方法が考えられますが、

ここでは第 1 図のように、タッチ

するたびに送信と受信が切り替わ

るものとしてみます。

これは、無線機の本体やスタン

ド・マイクに付いているスタンバ

イ・スイッチと、ハンド・マイク

に付いている PTT スイッチの中

間ぐらいのものと考えてよいでし

ょう。

タッチ・スイッチには、ナショ

セミの LM2907 を使います。この

IC はもともと F-V コンバーター

用なのですが、データ・ブックを

みると第 2 図のようなタッチ・ス

イッチの応用回路が示されていま

す。

この回路は、そのまま第 1 図の

ような計画のタッチ・スイッチに

利用できます。

第 2 図のタッチ・スイッチは、

コンタクト・プレートに触れたと

きに第 3 図のように AC100V ライ

ンから人体を伝わって、大地（ア

ース）に流れる交流電流によって

働きます。ですから、自動車など

電池を電源にした場合には働きま

せん。

タッチ・スタンバイの計画
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では、タッチ・スイッチの動作

をもう少し調べてみることにしま

しょう。

第 2 図では、コンタクト・プレ

ートから指をはなすと、LM2907

の出力（ピン 5）は、ハイ・レベ

ルになっています。そして、コン

タクト・プレートに指を触れてい

る間、出力はローレベルに変わり

ます。

そのようなわけで、このままの

出力でスタンバイ回路を切り替え

ると、ハンド・マイクの PTT スイ

ッチと同じ（例えば、送信中はず

っと触れていなくてはならない）

になってしまいます。

そこで、第 1 図の計画のような

動作をさせるのが、出力のあとに

つながっている FF（フリップ・フ

ロップ）です。

フリップ・フロップでは、一つ

のパルスをもらうと状態が変わり、

その状態が持続します。そして、

もう一つのパルスがくるともとに

もどります。

第 1 図にもどって、タッチ・ス

タンバイでは、フリップ・フロッ

プの出力でリレーを動作させ、こ

れで無線機のスタンバイ回路を切

り替えます。

なお、リレーのかわりに電子ス

イッチを使う方法も考えられます

が、無線機のアース（大地）が完

全だとタッチ・スタンバイがうま

く働かない可能性があります。理

由は、第 3 図を見て考えてみてく

ださい。

このタッチ・スタンバイには、

オマケとして送信と受信を表示す

るT/R表示をつけてみることにし

ました。

この T/R 表示は普通の LED を

光らせてもいいのですが、ここで

はちょっと凝って、16 セグメント

の英文字用の LED 表示器を使っ

て送信のときには「T」、受信のと

きには「R」を表示させてみるこ

とにします。

第 4 図が、タッチ・スタンバイ

の回路です。タッチ・スイッチに

使う LM2007 には、兄弟分の

LM2917 や、同じ LM2007 でも 14

ピン DIP のものと 8 ピンのミニ

DIP に納まったものなどがありま

す。ここでは 8 ピン・ミニ DIP の

LM2907N-8 を使います。

フリップ・フロップは、SN7473

です。SN7473 には J-K FF が二つ

はいっており、そのうちの一つを

使います。

第 4 図をみると、SN7473 の回路

に電源を ON にしたときに FF を

タッチ・スタンバイの作り方
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リセットする CR がついています。

最初、この回路をつけなかったら、

電源スイッチを入れるたびに送信

になったり受信になったりして、

送信と受信が確定しませんでした。

この CR をつけると、スイッチを

入れたときには必ず受信（R）に

なります。

SN7473 の出力は、第 4図のよう

につなぐとピン 8 とピン 9 に出て

きます。第 4 図の回路ではピン 9

のほうを使っていますが、ピン 8

を使うと動作がちょうど逆になり

ます。

T/R表示に使うLED表示器は共

通カソードのもので、第 5 図のよ

うになっています。

これで、「T」のときには A、B、

M、S のセグメントを光らせます。

また、「R」のときには A、B、C、

P、U、H、G、R のセグメントを

光らせます。

そこで、この二つを比べてみる

と、A と B のセグメントは T/R に

共通で、あとは別々です。

以上のことから、LED 表示器を

第 6 図のように使えばよいことが

わかります。

第 4 図をみると、リレーのとこ

ろに LED 用の出力端子がありま

す。この C、T、R、それに E の端

子を第 6 図のそれぞれの端子につ

なげば、目的を達することができ

ます。

では、第 4 図のタッチ・スタン

バイと第6図のLED表示器をそれ

ぞれプリント板の上に作ることに

して、部品を集めましょう。

第 1 表が、プリント板の組み立

てに使う部品の一覧です。

部品について

IC の SN7473 は、7473 とつけば

なんでも OK です。16 セグメント

の LED 表示器は、本誌 1982 年 6、

7 月号で作った「オンエア・サイ

ン」でも使いましたが、あのころ

に比べるとずいぶん安くなりまし

た。

プリント板は 2 枚用意しますが、

部品について
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大きいほうはタッチ・スタンバイ

に、また小さいほうは LED 表示器

に使います。

第 7 図が、タッチ・スタンバイ

のプリント・パターンです。また、

第 8 図が LED 表示器のプリント・

パターンです。

プリント板の加工が終わったら、

タッチ・スタンバイのほうは普通

に組み立ててください。

LED表示器のほうの組み立ては

ちょっと変わっており、抵抗器は

プリント板の銅箔面に取り付けま

す。どのようにやるかは、写真を

参考にしてください。

プリント板の組み立てが終わっ

たら、ケースの中に組み込んでみ

ましょう。

第 9 図が、ケースに組み込む場

合の全体のつなぎ方です。

まずタッチ板ですが、ケース本

体に一つ（チップ・ジャック）と

延長用の入力端子 IN（ピン・ジャ

ック）の二つを用意します。チッ

プ・ジャックのほうは金属部が露

出していますから、この部分をタ

ッチ板に使います。

つぎに無線機につなぐ STD BY

の端子ですが、ここは前にお話し

たような理由でケースから浮かし

ておかなければなりません。

なお、無線機のスタンバイ回路

は普通は送信（T）のときに ON

になるだけでいいので、それなら

ばプリント板の STD BY の T と C

の二つだけを出せば OK です。で

も、R も出しておけばほかにも使

い途が出てくるかもしれないので、

両方とも出してあります。

電源トランスは、たまたま 9V 

0.1A の巻線を二つ持ったものを

使ったので、二次巻き線を並列に

つないであります。巻き線を並列

につなぐときには、巻き始めは巻

き始めどうし、また巻き終わりは

巻き終わりどうしでつなぐように

しなければなりません。

製作上の注意
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第 9 図をみると、電源トランス

の一次側（AC100V 側）とアース

の間に 0.001μF のコンデンサー

がはいっています。これは、第 3

図に示した交流電流をうまく流す

ためのものです。最初、このコン

デンサーはなくてもうまく働いた

のですが、より確実に働かせるた

めに入れてあります。

では、ケースに入れてみましょ

う。第 2 表が、ケース入れに必要

な部品の一覧です。

部品の中のアクリル板は、LED

表示器の前につけるものです。こ

れは、第 10 図のように使います。

タッチ・スタンバイが完成した

ら、AC100V を加えてみましょう。

電源スイッチを ON にすると、

LED 表示器に「R」が表示されま

したね。

では、ケース本体に取り付けた

タッチ板に指先を触れてみてくだ

さい。このとき、リレーがカチン

と働いて LED 表示器の表示が「T」

に変われば成功です。再び、タッ

チ板に触れると「R」にもどりま

したね。

もし、タッチ板に触れたときに

「T」になったのに、離したとた

んに「R」にもどってしまうとい

うようなトラブルが出たときには、

リレーを働かしている 2SC735 の

べースとアースの間に 6.8～10kΩ

の抵抗器を入れてみてください。

では、完成したところで、トラ

ンシーバーにつないで働かしてみ

ることにしましょう。

以前のトランシーバーには、た

いてい外部スタンバイ端子が用意

されていたのですが、最近のもの

ではこれがないものもあります。

トランシーバーに外部スタンバ

イ端子があるときにはそこにつな

げばいいのですが、もし端子がな

い場合にはマイク・コネクターの

ところから PTT 用のスタンバイ

回路を外に引き出してつながなけ

ればなりません。

第 11 図は、タッチ・スタンバイ

をフット・スイッチに応用した例

です。実際にやってみましたが、

くつ下の上からふんでもなかなか

うまく働きます。

これで、タッチ・スタンバイの

完成です。

実際の使用にあたっては、送信

時に RFI による誤動作に注意して

ください。

みなさんも、作って試してみて

ください。         口
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