
今年の暮れにはハレーすい星が地

球に近づくそうですし、来年の 2

月には JAS-1 が打ち上げられると

いうことで、あなたの関心もこの

ところ宇宙に向いているのではな

いでしょうか。

ところで、こういった宇宙の観

測とか、人工衛星の打ち上げとい

ったときに必ず聞こえてくるのが、

正確な時刻を告げるピッピッ…と

いったあの秒信号です。

これにカウント・ダウンの声が

重なれば、雰囲気はもう最高調で

すね。

今月はこんな雰囲気を作り出す、

秒分信号発生器を作ってみたいと

思います。

この秒分信号発生器は、とりあ

えずは、あなたのシャックにちょ

っといい雰囲気を作り出すのがそ

の役目ですが、ハレーすい星や

JAS-1 の観測を行う機会が訪れた

ら、正確なタイム・スタンダード

として活躍してくれます。

今回は、とりあえずスピーカー

を鳴らすだけのものですが、ちょ

っと手を加えれば記録計用の出力

も取り出せます。

秒分信号発生器を作るには、当

然時計が必要になり、その時計に

はいろいろなものが考えられます。

そこで、時計のほうはいろんなも

のを利用するように考え、秒分信

号発生器は、時計から 1Hz の秒信

号をもらって働くように作ってみ

ることにします。

第 1 図は、これから作る秒分信

号発生器の構成です。これでわか

るように、信号としては 1 秒のほ

かに 10 秒、分を出すことができま

す。

まず、10 秒ごとの信号は、

74LS90の 10進カウンターで 10分

の 1 に分周して作り出します。そ

して、この 10 秒ごとの信号を

74LS92 の 6 進カウンターで、さら

に 6 分の 1 に分周すると、分信号

が得られます。

このようにして作られた秒、10

秒、分信号はパルス幅がまちまち

なので、インバーターの 74LS0 を

使った波形整形回路で、ちょうど

よい幅のパルスに直します。最後

にスピーカーから出る音は、この

パルス幅で決まります。

さて、このままだと秒信号はい

つも出っぱなしで、これに 10 秒や

分のトーンが重なって出ることに

なり、10 秒や分のトーンが聞きに

くくなりそうです。そこで、10 秒

のトーンを出すときには秒のトー

ンを消しますが、それがゲート①

です。

これで、最終的には第 2 図のよ

うなトーンが出ることになります。

なお、各トーンの周波数は試作器

の一例で、これは自由に変えられ

ます。

ちょっといい雰囲気 秒分信号発生器の計画
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第 2 図を見ると、秒信号のパル

スよりも 10 秒信号のパルスのほ

うがわずかにパルス幅が広くなっ

ていますが、これは秒信号を完全

に抑さえ込むためです。

第 1 図にもどって、下のほうに

あるポーとかピーといったトーン

を作り出しているのが、LQT-1KX

というタイムベース・モジュール

です。LQT-1KX は 500Hz、1kHz、

2kHz、4kHz が出るようになって

おり、このほかにもいろんな周波

数の出るものが用意されています。

  本器ではこのうちの 500Hzを秒

信号、1kHz を 10 秒信号に使うこ

とにしました。あと分信号のトー

ンが必要なのですが、2kHz や

4kHz では、ちょっとトーンが高す

ぎるのではないかと思い、4kHz

を 10 分周して 400Hz に直して使

っています。

この LQT-1KX の部分を、とり

あえずトーン信号発生部と呼ぶこ

とにしますが、この部分の周波数

を変えれば秒信号や 10 秒、分信号

のトーンを変えることができます。

ただし、この信号で、ディジタル

IC のゲートをコントロ一ルしま

すので、信号は TTL レベルでなけ

ればなりません。

では、第 1 図の 10 秒、分信号を

発生する部分を “秒分信号発生

部” 、トーン信号を作り出す部分

を “トーン信号発生部” というこ

とにして、製作にとりかかること

にしましょう。

第 3 図が、秒分信号発生部の回

路です。この部分には、秒分信号

発生器全体を働かせるための電源

回路も含まれています。

この部分では 10 進カウンター

と 6 進カウンターを使いますが、

カウンターにはネガティブエッ

ジ・トリガーのものと、ポジティ

ブエッジ・トリガーのものがあり、

どちらかに統一して使う必要があ

ります。本器で使っている 74LS90

や 74LS92 は、すべてネカティブ

エッジ・トリガーのものです。

IC3-1、IC3-2、IC3-3 とその周辺に

あ る C R が 、 第 1 図 の 波 形

整形です。IC3-2 のところの R の値

が一部ほかと違いますが、これが

第2図の10秒信号の幅をちょっと

広くしています。

IC4-1 は秒信号の 10 秒目をカッ

トしているところですが、IC3-4や

IC3-5とともに、ロジック回路の組

み合わせを楽しむ部分ですので、

どのような動作をするか、一つ解

析してみてください。

抵抗ミキサーの部分で、分信号

のところだけ抵抗値が小さくなっ

ています（したがって、音は大き

くなる）が、これは分信号のトー

ンを目立たせるための細工です。

秒分信号発生器の作り方
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スピーカーを鳴らすには、おな

じみの LM386 を使いますが、入力

レベルはあり余るほどありますか

ら、ゲインは最小の 50 に抑さえて

使っています。

では、第 3 図の部分をそっくり

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 表が秒分信号発生部の組み

立てに必要な部品の一覧で、むず

かしい部品はありません。

では、プリント板を作りましょ

う。第 4図がプリント・パターン

です。プリント板の加工がおわっ

たら、部品を取り付けて組み立て

ておきます（写真 1）。なお、プリ

ント・パターンの中の点線は、ジ

ャンパー線で結ぶところです。

秒分信号発生部ができたら、つ

ぎに、トーン信号発生部の製作に

とりかかりましょう。

第 5 図が LQT-1KX を使ったト

ーン信号発生部の回路で、この回

路は説明の必要はないので早速製

作にとりかかりましょう。

第 2 表が、トーン信号発生部の

組み立てに必要な部品の一覧です。

タイムベース・モジュールの

LQT-1KX も、まさに IC の一種で

すから、IC に入れてあります。な

お、LQT-1KX は亜土電子や若松

通商といった半導体部品店で買え

ます。

第 6 図が、トーン信号発生部の

プリント・パターンです。これは

小さなものですから、簡単にでき

ますね。プリント板の加工がおわ

ったら、プリント板を組み立てて

おいてください（写真 2）。

実は、最初は本誌 1984 年 11 月

号のワールド・クロックで使った、

シャープの LCD クロックモジュ

ールLX-3304で秒信号を作り出し、

ケースに入れてまとめる予定でい

たのですが、誌面がなくなってし

まいました。

そこで今月は、身近にある正確

な 周波数信号源である AC 100V

の商用交流から秒信号を作り出し、

とりあえず本器を働かせてみるこ

とにします。

秒信号を作って

働かせてみよう
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まず、家庭にきている商用交流

の周波数は、50Hz または 60Hz で

す。ですから、50Hz の地域では

50 分周、60Hz の地域では 60 分周

をすれば、1Hz の秒信号を作り出

すことができます。

第 7 図が、商用交流から秒信号

を作り出すための回路です。

まず、（a）が 50Hz 地域用のも

のです。

ここで使っている 74LS90 の中

には、2 進カウンターと 5 進カウ

ンターがはいっており、それぞれ

別々にし、また両方をつないで 10

進力ウンターとしても使えます。

そこで、IC1で 10 分周、IC2で 5

分周することにより、50 分周を得

ています。

（b）は 60Hz 地域用で、IC1 の

ところまでは（a）と同じです。こ

のあとに、第 3図の秒分信号発生
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部でも 6 分周用として使った

74LS92 をつなぎます。

これで、1Hz の秒信号が得られ

ます。

では、私の住んでいる千葉県で

の周波数は 50Hz なので、（a）の

回路で作ってみることにします。

第 3 表が、秒信号発生部の組み

立てに必要な部品の一覧です。第

8 図にプリント・パターンを示し

ておきますので、プリント板の加

工がおわったら、部品を取り付け

て組み立てておいてください（写

真 3）。

準備ができたところで、今まで

に作った秒分信号発生部、トーン

信号発生部、秒信号発生部を第 9

図のようにつないで働かしてみま

しょう。

電源トランスは、AC 8～10V で

電流容量は 0.3～0.5A 程度のもの

ならなんでも OK です。

AC 100V を加えると、スピーカ

ーからポッポッポッ…という秒

信号のトーンが出てきましたね。

これで、第 2図のように、10 発目

にピッというのが出てきて、さら

に 1 分たったところでピッとプッ

の合成音が出れば OK です。

  では、リセットをかけてみまし

ょう。秒分信号発生部の R と E 端

子をつなぐと、トーンが止まりま

したね。

そこで、R の端子をポンとオー

プンにすると、またカウントを始

めたでしょう。

うまく音が出るようになったら、

JJY や、電話の 117 番の報時信号

と比べてみて、ちゃんと働いてい

ることを確認します。

*

来月は、時計につないで秒分信

号 発 生 部 を 働 か せ 、 さ ら に

LX-3304 とともにケースの中に収

めて完成させることにします。
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