
コールサインも出せる

オンエア・サインの計画

先月の「ON AIR」と「STD BY」

を表示させる、オンエア・サイン

はいかがでしたか。今月紹介する

コールサインも表示するものにく

らべると、先月紹介したものはぐ

んと作りやすいので、まだ製作に

自信のない人は、ぜひこのほうか

ら取り組んでください。

さて、今月はいよいよコールサ

インも表示させるわけですが、コ

ールサインは人によってみんな違

います。そこで、このあとは私の

場合の JA1AYO を例にしてお話し

ますが、あなたが作る場合には自

分のコールサインに合わせて設計

する必要があります。

どうか、“私のコールサインで

設計して…”というようなことは

いわないでくださいね。自分のコ

ールサインに合わせて設計をする

楽しさを、あなたから奪ってはい

けませんから…。

さて、コールサインも表示させ

る場合には、第 11 図のようになり

ます。

まず、オンエア・サインとして

動作させる場合を“OS”、コール

サイン表示の動作をさせる場合を

“CS” とします。

このOSとCSはスイッチ Sで切

り替え、S を OS にすると先月作っ

たのと同じように送信と受信で

「ON AIR」と「STD BY」が切り

替わります。

次に、S を CS にすると、コール

サインが表示されます。このとき、

コントロール部はこの STD BY の

ほうに固定し、無線機を操作して

も、いつもコールサインを表示し

つづけるようにします。

では、今回も使用セグメントを

整理する先月号第 6 図と第 1 表の

ようなものを作ってみましょう。

すると、次ページ第 12 図と第 2

表のようになります。これをみる

と、使用する総セグメント数は 65

ですから、65 本の 270Ω の抵抗器

が必要なことがわかります。

なお、コールサインの場合の数

字の 1 は、データブックによれば

CとDのセグメント（第2図参照）

を使うようになっています。でも

この方法で表示させると、ぶっき

らぼうであまり感じがよくありま

せん。そこで、本器では第 12図の

ようにしてあります。

ところで、第 12 図のように三つ

の表示を行うとなると、二つのと

きのようなわけにはいきません。

そこで、第 2 表のように全部で六

つのグループにセグメントを分け

てやります。

まず、C は 1、2、CS に共通のセ

グメントで、 第 12 図に色で示し

たものです。これらのセグメント

は、常時光らせておくことができ

ます。

1 のグループは、1だけで使うも

のが黒字、 1 と CS に共通のもの

が赤字です。このグループは、コ

ントロール部の 1 で働きます。

2 のグループは、2と CS に共通

のセグメントです。コントロール
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部の 2 で光らせておけば、CS のと

きにもそのままで OK となります。

OS1のグループは、1 と 2 に共通

のセグメントです。これは、第 11

図のスイッチを OS にしたときに

光りっぱなしにします。

OS2 のグループは、2 にあって

CS にないセグメントです。これは

コールサインを表示するとき、コ

ントロール部が 2 に固定されたと

きに不要なセグメントを消すため

のものです。

CS のグループは、CS だけで使

うものが黒字、1 と CS に共通のも

のが赤字です。

この赤字のほうは、1 のグルー

プの赤字と対
つい

になっています。こ

れは、直接切り替える手段を持た

ない 1と CS の間で第13図のよう

なことがおこったとき、ダイオー

ドの助けを借りるセグメントです。

第 13 図で、もしダイオードがな

いと、スイッチに関係なくすべて

の LED が光ってしまい NG です。

なお、このようにすると、ダイ

オードのはいったセグメントだけ

は 0.6V ほど電圧が低くなり、電流

も減って暗くなります。しかし、

実際にやってみると、電流を最初

から十分に流してあれば明るさは

ほとんど違いませんでした。

コールサインも出る

オンエア・サインの作り方

では、今までの計画にしたがっ

て、コールサインも出せるオンエ

ア・サインを作ってみることにし

ましょう。

まず最初はあなたのコールサイ

ンで、第 2 表を作る作業から始め

ます。では、あなたのコールサイ
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ンで第 2 表を作る方法を説明して

みましょう。

まず、あなたのコールサインで

第 12 図と同じものを作ってくだ

さい。それから、第 2 表のセグメ

ントの記入のないものを作ります。

第 2 表は、第 12 図の 1、2、CS

の三つの表示を見ながら、各 LED

表示器ごとに第 2 表の C、1、2、

OS1、OS2、CS の順番で使うセグ

メントを決めていきます。なお、

セグメント名は先月号第 2 図を見

てください。

①C のグループを決める

第 12 図を見て、OS の 1 と 2、

CS に共通のセグメントを捜し

第 2 表に書き入れる。書き入れ

たら、第 12図の 1、2、CS の三つ
・ ・

とも
・ ・

、使い終わったセグメント

に印をつける。この印つけは、

とても重要。

② 1 のグループを決める

残りのセグメントについて、

黒字→1 だけで使うもの

赤字→1 と CS に共通のもの

を第 2 表に書き入れる。書き入

れたら、①と同じように使い終

わったセグメントにしるしを

つける。

③ 2 のグループを決める

残りのセグメントについて、2

と CS に共通のものを第 2 表に

書き入れる。書き入れたら、①

と同じように使い終わったセ

グメントに印をつける。

④OS1のグループを決める

残りのセグメントについて、1

と 2に共通のものを第2表に書

き入れる。書き入れたら、①と

同じように使い終わったセグ

メントに印をつける。

⑤OS2のグループを決める

残りのセグメントについて、2

にあって CS にないものを第 2

表に書き入れる。書き入れたら、

①と同じように使い終わった

セグメントに印をつける。

⑥CSのグループを決める

残りのセグメントについて、

黒字→CS だけで使うもの

赤字→もし 1 のところに赤字

があれば、これをそっ

くり第 2 表に書き入れ

る。

ここで、すべてのセグメントを

使い終わったことを確認する。

*

これで、第 2 表の完成です。も

う一度第 12図を見て、使い忘れて

いるセグメントがないかどうか、

よく確認しておいてください。す

べてのセグメントに使用済みの印

がついていれば OK です。

この方法は私のコールサインの

ときにはうまくいったのですが、

あなたのコールサインだと、どう

かわかりません。一つ、うまくい

くかどうかやってみてください。

では、第 2 表を見ながら作った

プリント・パターンの例をお目に

かけましょう。第 14 図が JAl

AYO 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、

第 9 図のように各セグメントに抵

抗器（270Ω）をつけ、第 14図の
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点線で囲った部分を結びます。そ

して、各 LED 表示器の OS1 は OS1

どうし、CS は CS どうしというよ

うに、みんなビニール線で結んで

やります。これで、LED 表示部と

して＋、C、1、2、OS1、OS2、CS

の端子ができたことになります。

では、前ページ第 15 図のように

つないで、テストをしておきまし

ょう。ここでは S1 と S2は 6P のス

イッチを使って連動させます。

まず、S1/S2を CS、S3を 2 にし

てみましょう。このとき、コール

サインを表示すれば OK です。

次に S1/S2を OS にしましょう。

これで、S3を 1 にすると ON AIR、

また 2 にすると STD BY が出れば

OK です。

ケースに入れてみよう

では、先月号第 5 図に示したよ

うにまとめることにして、ケース

の中に入れてみることにしましょ

う。
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LED表示部はコールサインも出

るほうを使い、コントロール部は

FM 用としてキャリア・コントロ

ール方式でやってみることにしま

す。

第 16 図が、電源も含めたコント

ロール部の回路図と、全体のつな

ぎ方を示したものです。もし、LED

表示部に先月作った ON AIR と

STD BY だけのものを使うときに

はスイッチは不要で、S1-OS の端

子はアースしておきます。

SSB や CW のときにはキャリ

ア・コントロールはできませんか

ら、無線機のリモート端子を使っ

て第 17 図のようにやるといいで

しょう。この場合には、第 16図の

D1と D2を取り去り、第 17 図の R

をつけます。

第 3 表に、コントロール部と

LED表示部の組み立てに必要な部

品を示しておきます。

第 18 図は、コントロール部の第

16 図と第 17 図に共通に使えるプ

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。

では、全体を鈴蘭堂の DG-2 と

いうケースに入れてみましょう。

3端子レギュレーターの 7805は、

放熱のためにケースに取り付けま

す。7805 は、絶縁板なしで直接ケ

ースに取り付けて OK です。また、

スイッチは後面パネルに取り付け

ました。

完成したら、電源を入れてみま

しょう。まず、スイッチを CS に

するとコールサインが表示されま

したね。

次に、スイッチを OS にすると

STD BY が出たでしょう。これで、

無線機（FM 機）とアンテナを M

型コネクターにつないで送信にす

ると、ON AIR が表示されます。

オンエア・サインのテストは 2m

やヨンサンマルでやってみました

が、ポケトラでも十分に働きまし

た。

このオンエア・サインで、あな

たのシャックをさらにグレードア

ップしてみてください。
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