No.200-最終

CQ ham radio 1979 年 5 月号 355～358 頁

最初におことわりしておきます
が、これから作るモールス・スピ
ード計はそう正確なものではなく、
半分は遊びのつもりだと思ってく
ださい。ですから、作りかたは簡
単です。しかし、遊びといっても
けっこう使えます。
まず基本的な考えかたとして、
モールス符号のスピードを検出し
て表示するのに、第 1 図のように
単位時間の間にくるパルスの数
（周波数）を電圧に変換してメー
ターの指針を振らせることにしま
した。
このようにモールス符号をパル
スの数でながめると、長点も短点
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も一つのパルスということになり
ます。
…ということで、まず欧文 1 字
あたりのパルス数（平均値）を求
めてみました。これは、欧文 26
文字の長点と短点を全部足し算し
て 26 で割ったわけですが、
答は約
3 と出ました。
つぎに、スピード計では最高毎
分 100 字まで測ることにして、こ
の場合の 1 秒間のパルス数をざっ
とおおまかに計算してみると、
100 × 3
＝5 (Hz)
60
ということになりました。
ところで、周波数を電圧に変換
するにしても、最高 5Hz ではいか
にも周波数が低く、F-V コンバー

ターにかかりません。
そこで、これを第 2 図のように
扱いやすい周波数になるまで、周
波数逓倍をしてみることにしまし
た。具体的には 16 逓倍したのです
が、このあたりが今月のアイディ
アです。
これから作るモールス・スピー
ド計の全体の構成を第 3 図に示し
ておきます。表示部のメーターに
100μA のものを使ったのは、目盛
板に 0～100 の目盛りがついてい
るからです。これを、そっくり 0
～100 字/分に流用します。

周波数発生部
周波数発生部の構成は第 3 図に
示したとおりで、回路図に書い
てみると第 4 図のようになりま
す。
モールス信号の入力は単なる
キーイングではなく、トーン・
オシレーターからのトーン信号
で入れてやります。トーン信号
の周波数は、500～1500Hz が適
当です。
周波数発生部の心臓は、何と
いっても MC14077B を使った周
波数逓倍です。
この逓倍はディジタル的に行
なうもので、イクスクルーシ
ブ・オワ（Ex-OR）を使います。
その動作は、Ex-OR の二つの入
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ましょう。第 6 図がプリント板の
プリント・パターン、第 1 表がこ
の部分の部品表です。
できあがったら、周波数発生部
だけで働かしてみましょう。もし
オシロスコープがあったら、入力
を入れて各部の波形を観測してみ
ます。入力は、大きすぎても小さ
すぎてもきれいなパルスが得られ
ません。ですから入力の量はたい
せつで、適当に加減する必要があ
ります。
もし周波数カウンターがあった
ら、出力につないでみましょう。
入力にモールス信号を送り込むと、
数十 Hz の周波数を表示します。

F-V 変換部

力のうちの一つを CR を使ってわ
ずかに遅らすことにより、第 5 図
のようになります。
なお、このあとにくる F-V 変換
部の入力がマイナスのパルスでな
くてはならないので、Ex-OR には
インバーターのくっついた
MC14077B を使っています。
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それともう一つ、F-V 変換部の
入力パルスはパルス幅のせまいも
のが必要なのですが、Ex-OR によ
る逓倍は第 5 図でもわかるように
出力のパルス幅が逓倍するたびに
どんどん狭くなっていくことがわ
かり、これは好都合なことです。
では、周波数発生部を作ってみ

F-V 変換部の F は frequency、す
なわち周波数のことです。また、
V は Voltage、すなわち電圧のこと
です。ですから、F-V 変換部とい
うのは、周波数入力を電圧出力に
変換するものです。
F-V 変換には、F-V コンバータ
ー用の専用 IC を使います。F-V
コンバーター用の IC にはいくつ
かのものがありますが、ここでは
入手の容易なレーションの
RC4151 を使うことにします。
第 7 図が、F-V 変換部の回路図
です。この回路では、入力周波数
が 0～100Hz のときに、出力電圧
が 0～＋10V になるようにしてあ
ります。なお、周波数‐電圧の変換
感度は第 7 図の中の C1、R1、R2、
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R3 によって決まり、ある程度変え
ることができます。
RC4151 では入力に負のパルス
が必要で、しかもパルス幅が C と
R1 の積（正確には 1.1C1・R1）よ
り狭くなくてはなりません。この
ことは周波数発生部のほうでちゃ
んと考えておきましたので、心配
はいりません。
さて、モールス信号は連続して
くるわけではなく、字間や語間が
ありますし、ときたま休んでみる
ことだってあります。そこで、F-V
変換部の応答速度が速いと、この
間にメーターの指針が下がり、メ
ーターの指針がピョンピョンと踊
ってしまってうまくスピードが読
めません。
ふつうだと応答速度は速いこと
が要求されるわけですが、この場
合には遅くする必要があります。
応答速度は C2 と R3 で決まります。
C2 を 22μF とすると応答速度はか
なり遅く、メーターの指針が上が

りきるのに数秒間かかります。
第 8 図が F-V 変換部のプリント
板のプリント・パターン、第 2 表
が部品表です。C1 の 1μF のコン
デンサーは、電解以外のものを使
ってください。

組み立てと使い方
全体の組み立ては、第 9 図のよ
うにします。第 3 表に、組み立て
に必要な部品を示しておきます。
メーターの目盛板は、できれば
いったんはずし、μA と書いてあ
るところを WPM に入れかえると
FB です。μA を消すには、クレン
ザーをつけて軽くこするのがうま
い手です。うまく消えたら、イン
スタントレタリングで WPM と入
れます。
できあがったら、較正をしなけ

ればなりません。較正は、練習用
のテープなどでスピードのはっき
りしているものを使うのがうまい
手です。
用意ができたら入力にはいって
いるボリュームをしぼり、入力を
加えます。そしてボリュームをあ
げていくと急に周波数発生部が働
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きはじめ、メーターの指針がゆっ
くりと振れはじめます。ボリュー
ムをさらにまわしていくとアンプ
が飽和し、また周波数発生部が働
かなくなります。
ボリュームは、メーターの指針
がもっともよく振れるところに合
わせます。これは、周波数発生部
が働きはじめたちょっと上あたり
にあるはずで、エレキーなどで連
続した符号を出してやれば簡単に
調整できます。
ボリュームの調整がすんだら、
F-V 変換部の感度調節（スピード
計の較正）にうつります。やりか

たは、スピードのわかっているモ
ールス信号を入れ、メーターの指
針がそのスピードを示すように
VR をまわします。
このときメーターの指針はたえ
ず動きますから、その中央あたり
に合わせます。これで、モールス・
スピード計のできあがりです。
さて、最初にもおことわりした
ように、本機は原理的にも完全な
ものではありません。ですから、
たとえば短点の連続とか長点の連
続を入れたのでは正しいスピード
は示しません。

VR は 10kΩ ではなく 1kΩ。
・3 月号の写真 2、50Ω と 500Ω が
逆。第 4 図のパターン中にどこ
にもつながっていない銅はく部
分があるが、これは不用。第 5
図の D とあるのはまちがい。こ
こは端子ではない。

■訂正
今年にはいってからのものにつ
いて、訂正をしておきます。
・1 月号の第 6 図、中央付近にある
33μF の極性が逆。その下にあ
る IC のピン 8 からの 10μF の極
性が逆。
・2 月号の第 12 図、REF SFT の
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