
FOX の lD

数年前から中国との友好が深ま

り、中国で行われている無線方向

探知競技、すなわち日本流でいう

フォックス・ハンティングがこの

ところ話題になっています。

昨年は中国で行われた「第 1 回

日中アマチュア無線方向探知トー

ナメント」に、日本から JARL の

派遣した選手団が参加して活躍し

ましたが、今年は JARL 関東地方

本部が行うフォックス・テーリン

グに、中国の選手が参加するとい

う話もあります。

さて、中国で行われている方向

探知競技や日本で行われるフォッ

クス・テーリングでは、IARU の

R-Ⅰが提案している国際ルール

にそって行われています。その概

略については JARL NEWS などで

も紹介されていますが、FOX はつ

ぎのような識別符号を出すことに

なっています。

すなわち、FOX は 5 局で、MOE、

MOI、MOS、MOH、MO5 の識別

符号を、順番に 1 分間ずつ発射し

ます。ですから、一つの FOX に

ついてみれば、1 分間識別符号を

送ったあと 4 分間の休みという動

作を繰り返すことになります。

前置きはこれくらいにして、先

月号の CW ID ジェネレーターは

いかがでしたか。私もときどき自

分のコールサインを鳴らして楽し

んでいます。

ところで、この CW ID ジェネレ

ーターで FOXのMOEやMOI…が

出せることは、先月号で説明しま

したが、今月はもう一度ダイオー

ド・マトリックスに挑戦して、1

分送信 4 分休止のタイマーを組み

込んだ FOX ID ジェネレーターを

作ってみることにしました。

では、FOX ID ジェネレーター

の計画を立ててみることにしま

FOX の lD

タイマーの仕組み

September 1985                                                                               371

CQ ham radio 1985 年 9 月号 371～375 頁No.181



しょう。

まず、ID ジェネレーターの部分

は先月号でくわしく説明しました

ので、ここでは省略します。ただ

し、今回はもっとも長い符号が

MO5 で、語と語の間の 7 短点を入

れても 40 ビットあれば足ります。

そこで、行・列ともに MCI4022 を

使い、5 行 8 列でまとめてみるこ

とにしました。

なお、行のほうを 5 行と数をへ

らしたのは、行のほうに入れるイ

ンバーターの ICを1個節約するた

めです。ちなみに、先月号のもの

ではインバーターの ICが2個必要

になっています。

では、今回の目玉であるタイマ

ーの説明をしてみましょう。

1 分送信 4 分休止のタイマーを

作るには、1 分パルスが必要です

が、これには第 1 図、写真 1 のよ

うな諏訪精工舎のタイム・スタン

ダード IC を使うことにしました。

諏訪精工舎のタイム・スタンダ

ード ICには 8650と 8651の 2種類

がありますが、1 分パルスが得ら

れるのは 8650 のほうです。

今回実際に使ったのは 8650Bと

いうものですが、この IC は CTL

端子をプログラムすることにより、

100kHz から 1/1200Hz まで、いろ

んな出力が得られるようになって

います。第 1 図には、1 分パルス

を得るためのプログラムを示して

おきました。

さて、こうして得られた 1 分パ

ルスを使って、1 分送信 4 分休止

のタイマーを作るのにはどうした

らよいでしょうか。

それには、今回も使っている

MC14022 を使い、本誌 6 月号で作

った Ni-Cd チャージャーのタイマ

ーと同じようにしてやればよいの

です。Ni-Cd チャージャーでは 2

時間パルスで動作させましたが、

これを 1 分パルスに変えてやりま

す。また、6 分目のところでリセ

ットをかけてやれば、1 分送信 4

分休止の動作を繰り返します。

最後に、トランシーバーのスタ

ンバイをどうやって行うかという

問題があります。それにはトラン

シーバーを決めなければなりませ

んが、ここではアイコムの IC-2N

を例にしてやってみることにしま

した。

IC-2N の取り扱い説明書の中に

は、外部マイクロフォーンの使い

方が説明されていますが、そのや

り方を応用してやればよいのです。

ちなみに、IC-2N ではマイク入力

とスタンバイ回路がいっしょにな

っており、FOX  ID ジェネレータ
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ーの出力を加えるのと同時にスタ

ンバイを行うことができます。

なお、スタンバイはトランジス

タの電子スイッチが使えると、

FOX ID ジェネレーターとしては

好都合です。そこで 2SC1815 を使

って実験してみたら、とてもうま

く働いてくれました。

なお、ほかのトランシーバーの

対応については、各自研究してみ

てください。

これで、FOX ID ジェネレータ

ーの計画がまとまりました。では、

さっそく製作にとりかかることに

しましょう。

第 2 図が、FOX ID ジェネレー

ターの回路です。マトリックスは

40 ビット分ありますから、これで

MOE から MO5 まですべてに対応

できます。

IC1、IC2、IC3の部分は、マトリ

ックスが5行8列になっただけで、

先月号と同じです。

CW のトーン信号を作り出すト

ーン・オシレーターのところも同

じですが、変調信号とするには方

形波では具合が悪いので、LC に

よるローパス・フィルターを入れ

ています。

トーン・オシレーターの発振周

波数は実測値で 750Hzほどでした

が、LC フィルターを通したあと

の出力波形は、目でみたらひずみ

率 5%くらいかな？、といったとこ

ろでした。この程度の波形ならば、

変調信号としては十分でしょう

（写真 2）。

IC6と IC7が、タイマーです。IC7

の出力端子は 0～4 までを使い、5

からリセットをかけます。

IC7の出力端子 0 が、1 分の送信

用です。ここがハイレベルになっ

ている間 Tr の 2SC1815 がオンに

なり、IC-2N は送信状態になりま

す。同時に ID ジェネレーターが働

き、変調信号がトランシーバーに

送られます。

一方、IC7の出力端子 1～4 のど

れかに出力が出ているときには、

ID ジェネレーターはリセット状

態となり、動作が止まります。そ

れとともに Tr もオフになり、トラ

ンシーバーは受信状態になります。

では、第 2 図に示した部分をそ

っくりプリント板の上に組み立て

ることにして部品を集めましょう。

FOX ID ジェネレーター

の製作
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第 1 表が、組み立てに必要な部

品の一覧です。ダイオードは先月

号では 1S1588 を使いましたが、

今月は 1S953 を使いました。これ

は、どちらでも OK です。なお、

ダイオードの数量の+α 分は、マ

トリックスをプログラムする分で、

MOS を例にとると 18 個が必要で

す。

では、プリント板を作りましょ

う。第 3 図が、プリント・パター

ンです。マトリッスの列のほうは、

先月号と同じようにスズ・メッキ

線で代用しました。点線で示した

部分が、このスズ・メッキ線です。

コイルとして使う ST-11 は、も

ともとトランジスタ用の入力トラ

ンスですが、その一方の巻き線（緑

と赤のほう）だけを使います。

プリント板の組み立てがおわっ

たら、マトリックスを組んでみま

しょう。ここでは、MOS を例にし

てやってみることにします。

まず、先月と同じように、第 4

図のようなものを作ります。今回

のものは先月のようなホーム・ポ

ジションは特に必要はないのです

が、立ち上がりを完全にするため

に、最初に一つだけスペースをお

くことにします。

第 4 図を見て、まず気がつくの

は、MOE～MO5 のうちの、どの符

号を出すにしても、2 行目まで（3

行分）は同じだということです。

変わってくるのは 3 行と 4 行のと

ころです。

つぎに、5 列のところにはダイ

オードは一つもつながらないとい

うことです。これが最初からわか

っていれば、この列は省略するこ

ともできます。ほかにも流用する

ことを考えれば、5 列も一応入れ

てもよいのですが、もし流用する

ことがないのなら、最初からとっ

てしまうのがよいでしょう。

さて、第 4 図をプリント板の上

のマトリックスに移す場合に注意

しなければならないのは、プリン

ト板の上の行と列が、第 4 図のよ

うになっていないという点です。

これは、プリント・パターンに示

した番号を見るとわかります。

そこで、第 4 図の結果を実際の

プリント板の上の行・列の並びに

移します。それが、第 5 図です。

マトリックスのプログラムがお

わったら、第 4 図に示したリセッ

トをかける作業をしなければなり

ません。このリセットをかけるた

めの端子が A1と B1、それに A2と

Ⓔ、Ⓘ、Ⓢ、Ⓗ、⑤の端子となり

ます。

第 6 図は、MOE～MO5 を出す場

合のリセット端子の使い方を示し

たものです。MOE～MOH の場合

には、A1と B1 の両方の端子を使っ

て AND をとりますが、MO5 の場

合には Al か B1 のどちらか一つだ

けを使います。

なお、Ⓘの MOE～MOH の場合

の B1 のほうは、MOE ならⒺ、MOI

ならⒾというようにつなぎます。

プリント板の組み立て（写真 3）

がおわったら、第 7 図のようにつ

ないで働かせてみましょう。
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IC-2N のマイク端子は 2.5φ 中

の小さなジャックになっています

から、これに合う 2.5φ のフォ

ノ・プラグを用意します。

では、トランシーバーにダミ

ー・ロードをつけて、FOX ID ジ

ェネレーターを働かせてみましょ

う。スイッチを ON にすると、ト

ランシーバーの送信表示の LED

が光り、送信になりましたね。ほ

かのトランシーバーでモニターす

ると、モールス信号が聞こえてき

たでしょう。

OK でしたら、VR1と VR2 を調整

します。VR2 は、もうこれ以上回

しても変調は深くならない、とい

うところにセットします。

  そうこうしているうちに、1 分

がたちましたね。ここで送信が止

まり、4 分間の休止にはいります。

そして、4 分たつとまた送信にも

どれば OK です。

完成したところで消費電流を測

ってみたら、1.2～1.5mA といった

ところでした。これなら、単 3 電

池でも数十時間はもつでしょう。

これで FOX ID ジェネレーター

としては完成ですが、例によって、

ケースに納めてみました。

  ケースは先月号と同じくアイデ

アルの TC-140C を使用し、休止

中のも時間の経過がわかるように、

第 8 図のようなLEDによる経過時

間（分？）表示回路を入れてみま

した（写真 4）。

トランジスタは、プリント・パ

ターンを書くのに都合のよい

2SC1393 を使いましたが、もちろ

ん2SC945や2SC1815で十分です。

そのほか、モニター用にトー

ン・オシレーターの出力を後面パ

ネルのフォノ・ジャックに出しま

した。これはクリスタル・イヤフ

ォーン用で、直列に 100kΩ の抵抗

器を入れておきます。

これで、FOX ID ジェネレータ

ーの完成です。

タイマーのプログラムを組み替

えれば、1 分送信 2 分休止とか、2

分送信 3 分休止などいろいろでき

ますから、くふうして使ってみて

ください。
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