
アマチュア無線が再開した約

30 年前当時の 3.5/7MHz 帯中心の

時代に比べると、ハムの運用も本

当に多様化してきました。

あのころともっとも違った運用

のしかたというと、それは VHF

や UHF におけるモービル同士、

あるいはモービルと固定との間の

QSO でしょう。

ところで、最近ではハムの CB

的運用というのが話題になること

があります（第 1 図）。その典型的

な例が、モービルの QSO といえ

るでしょう。どんなDXerだって、

どんな OM だって、TPO（Time 

Place Occasion）を心得た QSO を

するならば、モービルでは当然の

ことながら CB 的な運用になりま

す。

さて、このように考えてくると、

“ハムは不特定多数の人と QSO

するのが本来の姿”といったこと

に反するトーン・スケルチといっ

たものも、TPO を心得れば多様化

されたハムの運用の中に取り入れ

ることも可能になってきます。

そこで、今月取りあげるトー

ン・スケルチですが、その TPO は

といえば「特定の局の待ち受け受

信をするとき」ということになる

でしょうか…。待ち受けならば、

他の局に迷惑をかけることはあり

ませんからね。

あとは、送信側でトーン信号を

送ってもいいかどうかという問題

もありますが、トーン信号はモー

ルス符号ではありませんから、今

や電話級ハムの資格でも問題はな

いでしょう。

トーン・スケルチは、技術的に

はリモート・コントロールとして

の面白さがあります。

みなさんは、FM トランシーバ

ーについているスケルチを知って

いますね。このスケルチは、電波

が受信されないときにはスピーカ

ーの音をカットし、電波が受信

ハムの CB 的運用

トーン・スケルチの計画
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されたどきだけスピーカーから音

を出すようにするものです。

トーン・スケルチは、電波によ

ってスケルチが働くのではなく、

ある特定のトーン信号が送られて

きたときだけ、スピーカーから音

が出るようにするものです。

このトーン・スケルチの身近か

な例は、レピーター局です。例の、

88.5Hz というのが、トーン信号で

す。

さて、トーン・スケルチで大切

なことは、トーン信号がきたとき

に確実にスケルチが開き、しかも

誤動作しないということです。そ

のためには、トーンの数を複数に

したり、符号化したりといったこ

とが考えられます。

ここでは簡単に、電話のプッシ

ュホン方式のトーンの数を二つに

して、やってみることにしました。

第 2 図が、これから作るトー

ン・スケルチの計画です。これで

わかるように、送信側ではトーン

信号をマイクから音で入れ、受信

側では外部スピーカー端子からト

ーン信号をもらってトーン・スケ

ルチを働かせます。

では、送信側と受信側にわけて、

製作にとりかかることにしましょ

う。

では、送信側のトーン発音器か

ら作ってみることにしましょう。

トーン発音器では二つのトーン

を作りますが、ここで大切なのは

二つのトーンの周波数が正確だと

いうことです。

周波数の正確なトーンを得るの

に、ここでは最近おなじみのタイ

ムベース・モジュールを使ってみ

ることにしました。

使うタイムベース・モジュール

は京セラの LQT-1KX で、500Hz、

1kHz、2kHz、4kHz の四つの出力

が一度に取り出せます。

第 3 図が、トーン発音器の回路

です。周波数は図の中から選びま

すが、無線機で送れるのが 300～

3000Hz とすると 500Hzと 1kHz と

いうのがいいところでしょう。

スピーカーは、厚さ 4 ㎜という

富士電気化学製の超薄型の物を使

いました。

トランジスタのエミッタに入れ

たボリュームは、音量と消費電流

の調節を兼ねたものです。ここは、

47Ω の固定抵抗におきかえても

かまいません。

では、部品を集めましょう。第

1 表が、トーン発音器の使用部品

の一覧です。スピーカーの TS40S

は、FCZ 研究所でも買えます。

部品がそろったら、アクリル・

ケースの中に組み立てます。組み

立ての様子は、写真を見てくださ

い。

組み立てを終わったら、ボリュ

ームを中央付近において押しボタ

トーン発音器の製作
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ン・スイッチを押してみます。こ

のとき、スピーカーからビューっ

という音が出れば完成です。

では、受信側で使うトーン・ス

ケルチの製作にとりかかることに

しましょう。

トーン・スケルチでは、送信側

から送られてきたトーン信号を見

分けなければなりませんが、それ

にはトーン・デコーダー用に作ら

れた NE567（LM567 なども同じ。

以下、単に 567 とします）を使い

ます。

第 4 図が、トーン・スケルチの

回路です。567 の出力（ピン 8）は

トーン信号がないときにハイ・レ

ベルになっており、トーンがはい

るとロー・レベルになります。

デコーダーの周波数は、VR1 と

VR2で設定します。第 4 図では IC1

のほうが500Hz、IC2のほうが1kHz

になっています。

IC3 の 7400 は、IC3-1、3-2 がイン

バーター、IC3-3が NAND ゲートと

して働いています。また、IC3-3と

Tr1の間にはCRで時定数を持たせ

てあり、音声などによる誤動作を

さけています。

さて、入力に二つの信号が加わ

るとリレーが動作しますが、SW

という端子をショートしてみると

わかるように、リレーを自己保持

するようになっています。ですか

ら、いったんトーン信号がはいっ

てリレーが動作すると、トーン信

トーン・スケルチの作り方
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号がなくなっても、リレーは動作

しつづけます。

すると、入力回路はリレーを通

して外部スピーカーにつながり、

呼び出しが聞こえることになりま

す。

では、部品を集めましょう。第

2 表が第 4 図の部分をプリント板

の上に組み立てるときの使用部品

の一覧です。

部品が揃ったら、プリント板の

加工をします。第 5 図にプリント

パターンを示しておきますので、

参考にしてください。

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。

プリント板の組み立てが終わった

ら、VR1 と VR2 の調整をしておき

ましょう。

調整は、トーン発音器を使って

行います。まず、トーン発音器の

出力を VR の両端から取り出し、

トーン・スケルチの入力に加えて

ください。そして、LQT-1KX の

ピン 6 につながっている 10kΩ を

かりに外し、500Hz だけが出るよ

うにしておきます。なお、トーン

発音器の VR は半分くらいの位置

にしておいてください。

  つぎに、トーン・スケルチの IC1

のピン 8 の電圧を測ってみてくだ

さい。3～4V のハイ・レベルにな

っているでしょう。

そこで、トーン発音器から

500Hz を入れ、VR1 を回してみま

す。すると、どこかでピン 8 の電

圧がゼロ近くのロー・レベルに落

ちるところがあるでしょう。この

とき、VR1 の調整範囲には少し幅

がありますから、ロー・レベルに

おちるところのほぼ中央に合わせ

ます。

うまくいったら、今度はトーン

発音器から 1kHz だけを出し、IC2

のピン 8 の電圧を測りながら、同

じように VR2を調整します。

調整を終わったら、トーン発音

器から 500Hz と 1kHz の両方を送

り込んでみてください。これで、

リレーがカチンカチンと働けば、

トーン・スケルチはうまく働いて

いることになります。

では、トーン・スケルチをケー

スに入れてみることにしましょう。

第 6 図が、ケースに入れるときの

全体のつなぎ方です。これで、プ

リント板の SW 端子の役目なども

わかってきたでしょう。

第 6 図でわかるように、トー

ン・スケルチのスイッチを OFF

にしたときには、トランシーバー
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の外部スピーカー端子がスピーカ

ーに直接つながることになり、普

通に運用できることになります。

第 3 表が、ケース入れに必要な

部品の一覧です。部品が揃ったら、

ケースの中にトーン・スケルチを

組み立てます。

では、144 か 430MHz の FM を

使ってトーン・スケルチを働かせ

てみることにしましょう。

まず、免許されている無線機の

ほかに、もう 1 台受信用の無線機

を用意したら、外部スピーカー端

子とトーン・スケルチを結び、ト

ーン・スケルチに外部スピーカー

を接続します。

まだ、トーン・スケルチのスイ

ッチが OFF のままだと、無線機か

らの受信音が外部スピーカーから

聞こえてきたでしょう。

では、トーン・スケルチのスイ

ッチを ON にしてみましょう。す

ると、リレーがカチンと働いて、

とりあえず外部スピーカーから音

が出てきましたね。

そこでリセット SW を押すと、

リレーがもとにもどってスピーカ

ーからは音が出なくなり、トー

ン・スケルチが動作状態になりま

す。

うまくいったら、免許されてい

る無線機を送信にして、マイクの

前で（ぴったりくっつける）トー

ン発音器を働かせてみてください。

すると、ちょっと時間をおいてト

ーン・スケルチのリレーが働き、

スピーカーから音が出たでしょう。

この実験を 2 台のポケトラ

（IC-2N）でもやってみましたが、

とてもうまく働きました。

あとは最初にお話ししたように

TPO をよく考え、他の局に混信を

与えないことをよく確認し、トー

ン発音器のトーン信号で過変調に

ならないように注意しながら、実

験に使ってみることになります。

なお、QSO を終わったところで再

びトーン・スケルチを働かせると

きには、リセット・スイッチを押

してやります。

口

働かせてみよう
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