
もう 4～5 年前のことになるで

しょうか、私の記事を読んでは製

作に取り組まれ、電話で熱心に質

問なさってくる横浜の石井さんと

いう方がいました。

その石井さんは今では JP1IIO

のコールサインをお持ちになり、

拙著「ハムのトランジスタ活用」

（CQ 出版刊）の中の 21MHz トラ

ンシーバーを製作されて、自作の

無線機でオン・エアなさっていま

す。その石井さんと、今年のハム

フェア'84 の会場でばったり…。

楽しいひとときを、過ごすことが

できました。

  ところで最近、熱心な読者の方

からいろいろと製作希望のお便り

をいただいています。石井さんか

ら去年の 6 月に十指に余るご希望

をいただき、私の机の前に貼って

あったのですが、なかなかむずか

しいものばかりで、今まで約束が

はたせないでいました。

さて、その石井さんのご希望の

中に、“JST/GMT/LOCAL TIME を

表示できる、見ばえのよい時計”

というのがありました。今月は、

この石井さんのリクエスト（…も

っとも、100% OK というわけには

いきませんが）にこたえてみたい

と思います。

では、本題にはいることにしま

しょう。時計といっても、今では

ディスクリート（個別部品、…と

いっても IC を使うわけだが）で作

る方法や、時計用の LSI を使う方

法、それに時計として完成してい

るクロック・モジュールを使う方

法などがあります。

いずれの方法をとるにしても、

時計としては表示が正確で使いや

すくなければなりません。

もうディスクリートで時計を作

る時代ではなく、時計用の LSI を

使うか、クロック・モジュールを

使うことになりますが、今回は多

くの機能を持っている、シャープ

の LX-3304 という LCD（液晶表示）

クロック・モジュールを使ってみ

ることにしました（写真 1）。

LX-3304 は 2 系統のアラーム/

コントロール機能を持っているの

ですが、このうちの一つが別時計

として使えるようになっています。

LX-3304 の用途を調べてみると世

界時計というのがあり、これが別

時計のことです。

LX-3304 の別時計の機能を使う

と、例えば JST と GMT（今では

UTC といいますが、ここではなじ

みの深い GMT ということにしま

す）の二つが表示できます。石井

さんのご希望にはこのほかに、

LX-3304 という

クロック・モジュール
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LOCAL TIME（例えば、よく QSO

するアメリカ西海岸の時間という

ように）の表示があるのですが、

これは今回は残念ながらパスしな

ければなりません。

LX-3304 には、そのほかに時報

出力（これは、今回利用する）や

スリープ・タイマー、コントロー

ル出力の残り時間の表示、スヌー

ズなどの機能もありますが、それ

らは使いません。

LX-3304 の外観は第 1図のよう

になっており、27 本の端子を持っ

ています。ずいぶん多くの端子を

持っているものですね。これから

作るワールド・クロック（世界時

計）では、これらの端子を第 1表

のように使います。

では、LX-3304 を使って早速ワ

ールド・クロックを組み立ててみ

ることにしましょう。

第 2 図が、これから作るワール

ド・クロックの回路です。クロッ

ク・モジュールは、時計としては

完成しているのですが、多くの機

能を持っていますから、目的に合

わせて組み上げるとご覧のように

かなりの配線量になります。

では、第 1 表をみながら、第 2

図を簡単に説明してみることにし

ましょう。

まず端子 3 の時報出力ですが、

ここは断続波（交流）で出力され

ますので、ブザーは圧電ブザーの

ユニットだけ（電子回路は不要）

で OK です。もし時報機能を利用

しないのなら、端子 3 を遊ばせて

ワールド・クロック

の作り方
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おけば OK です。

端子 4～12 はいろんな機能を選

択するところで、本器の場合には

端子 6 で本時計（JST）とするか

別時計（GMT）とするかを選びま

す。

端子は 13～15 は、時間合わせを

するための端子です。端子 13 でモ

ード（時、分、曜の三つ）を選び、

端子 14 で修正していきます。端子

15 は、秒の桁を合わせるためのも

のです。

この時間合わせ（TIME SET）は、

合わせ終わったら回路をオフにし

ておかないと、誤って修正用のス

イッチに触れたときに表示が狂っ

てしまいます。このようなトラブ

ルを防ぐのが、S0のスイッチです。

端子 19～21 は電源関係、端子

23 は別時計の使用を決めるもの

です。また端子 24～27 は、利用す

る機能を LCD 表面に表示させる

（例えば、別時計では右下隅に時

計のマークが出る）ためのもので

す。

LX-3304 は、1.5V の単一電源で

働きます。そこで最初は単 2 乾電

池を使おう（単 2 ならば、2 年く

らい使える）と思ったのですが、

せっかく作るのなら NiCd 電池を

太陽電池で充電するようにしてお

き、半永久的に使えるものにして

みることにしました。

NiCd 電池は単 3 型、太陽電池は

2V 10mA のソーラー・ボーイ 2 個

の 4V です。これで、充電電流は

夜間の照明の下で 100μAくらい、

昼間に太陽の光のあたるところで

2～3mA 流れます。一方、時計の

ほうの消費電流は普通の状態で

10μA くらいですから、差引き勘

定は合いそうです。

では、ワールド・クロックを鈴

蘭 堂 の PS-3 （ 大 き さ は

129×66×41m）というプラスチッ

ク・ケースの中に収めることにし

て、部品を集めましょう。

第 2 表が、本器の組み立てに必

要な部品の一覧です。

時計ユニットは東京・秋葉原の

東京ラジオデパート 3 階にある門

田無線（☎03-251-1552）、太陽電

池のソーラー・ボーイは同じくラ

ジオストアー内にあるスバル無線

（☎03-251-2527）で求めました。

そのほかには、むずかしい部品は

ありません。

組み立ては、ケースの加工から

始めます。

第 3 図が、ケース本体の穴あけ

寸法です。太陽電池（ソーラー・
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セル）は約 15×35mm という大き

さで、光を受けやすいように、ケ

ースの上面に取り付けます。なお、

必要があればもう 1 個増設できる

よう、スペースを残してあります。

ケースの裏ぶたはアルミ板です

が、この裏ぶたに電池ケースと時

間合わせ用のスイッチを取り付け

ます。第 4 図が、その穴あけ寸法

です。

右端のスライド・スイッチが S0

で、S0 をスライド・スイッチにす

るのは、ちょっとさわったくらい

ではスイッチがはいらないように

するためです。

S1（MODE）と S2（SET）は、1

プッシュ 1 ワード（スイッチを 1

回押すと一つだけ数字が変わる）

修正方式になっています。そこで、

押ボタン・スイッチにしてありま

す。

このワールド・クロックの組み

立てでもっともやっかいなのが、

時計ユニットのケースへの取り付

けです。本器では、第 5図のよう

にしてケースに時計ユニットを取

り付けてあります。

なお、時計ユニットとケースの

間に平ワッシャーやらスプリング

ワッシャー、ナットなど、いろん

なものがたくさんはさんであるの

は、時計ユニットの表示面がケー

スにぴったりと付くようにしたた

めです。

ケース本体と裏ぶたの穴あけが

終わったら第 3図や第 4図のよう

に文字入れをし、全体の組み立て

にとりかかりましょう。

第 6 図が、ワールド・クロック

の全体のつなぎ方です。配線は、
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まず必要なビニール線を時計ユニ

ットの端子にハンダ付けし、その

上で第 5図のようにケースに取り

付けてから始めます。第 6 図をみ

るとえらくたいへんなように見え

ますが、順番にやっていけばそう

でもありません（写真 2）。

ソーラー・セルの SB-2010 から

は、赤と緑のホルマルのリード線

が出ています。もちろん、赤が㊉

で、緑が㊀です。

なお、NiCd 電池を入れる前にソ

ーラー・セルをつなぐと、時計ユ

ニットに、高い電圧がかかるおそ

れがありますから、ソーラー・セ

ルの配線は、NiCd 電池（あらかじ

め、いっぱいに充電しておく）を

はめてから最後にやるようにしま

す。

配線を終わって、NiCd 電池を入

れると、時計が働き始めたでしょ

う。時間合わせの方法は、この種

のほかの時計と同じですから、簡

単です。

なお、秒合わせのところは JST

も GMT も同じですから、最初に

すませます。

やり方はまずS0をONにし、SEC

ボタンを押すと分 1 桁と秒が表示

されますから、ちょうどゼロ秒の

ところで SET ボタンを押して、ゼ

ロからスタートさせます。このあ

とは、いかなる場合にもこの操作

をしてはいけません。

あとは、JST/GMT スイッチを切

り替えて、それぞれ時間合わせを

します。もちろん、GMT＝JST－9

（時間）ですね。

なお、LX-3304 は残念ながら 12

時間制で、AM と PM の表示が出

ます。また、曜日の表示が出るの

ですが、JST と GMT が二日にまた

がるような場合には、曜日の設定

を間違えないようにしなければな

りません。

フロントとリアのパネルをそれ

ぞれ写真 3、4 に示しておきます。

今月はプリント板も作らず、い

つもと違ってちょっと時計で遊ん

でみました。これくらいの製作な

らば、ハンダごてを持ったばかり

のニュー・カマーの人にも作れま

す。秋の夜長を、ハンダごてとと

もに過してみてはどうでしょうか。

口

調 整 の 仕 方
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