
MMVARI
和文をPSKで送ると・・

1)伝送速度が遅い

2)符号の組合ずれでバケ字になり、しばらく回復しない

3)１と２バイト文字が混在、BSキーの扱いが不透明になる

問題解決 ⇒ 新しい符号体系を導入 ⇒

MMVARI ⇒ 互換性の問題を誘発 ⇒

VariSTD/JA・VariJAなどの枕詞が必要 ⇒

VariJAは殆ど使われていない ⇒ 混乱？

KBを速く叩けない人大半、文字を速く送る必要性は無い？



MMVARI

• CW: 最古デジモード、Varicode（可変長コード）

• PSK31: 英数字のタイピング速度に最適化

和文対応 Shift-JISの導入 ⇒ ２バイト文字

WinPSK-J HALPSK３１ MixW

仮名漢字に最適化コード 和文用のVaricode ⇒ 約４０％速度UP

MMVARIの誕生！

PSK63 ⇒ 伝送速度の問題を吹き飛ばした！



WF,スペクトル窓
マウスでチューニング

CAT導入で実周波数表示

受信中のPSK31信号波形

QSOデータ

受信文

受信窓

設定・制御・・・別途

送信済み文

送信窓

受信窓

フォント、文字色、サイズ、背景色
などを好みでオプションで設定します

マクロボタン

送信文をタイプ入力する領域、マクロ文はここに展開される

受信S/N SCのCLK 通信ポート 文字コード マクロ文プレビュー領域



送受信切替
実際のQSO

では使わな
い。補助的

ソフトBPF：PCが強力
ならば一番狭くする

WF・スペクトル窓で指定
した周波数、この窓からも

周波数変更可、スプリット
では送受別の周波数

普通はAFC/NET共にON
NET:OFFでスプリット
強力な隣接局：AFC=OFF

受信信号レベルが
SQ設定付近で上

下するとバケ字に
なる。弱い信号に
はう～んとスレショ

国内7Mhz：
基本はbpsk
たまにmfsk
他は極まれ
rttyはContest用

い。補助的

通常は31.25のみ
DXは62.5もある
rttyは45.5

2000ppm以下ならOK
だがSCのCLK確認の事

通常は
ON

WF・スペクトル窓
の設定。FFT/WF
の選択は好み。
帯域選択も好み

はう～んとスレショ

ールドを下げましょ
う



Call欄に入力があるとアクティブになる
押すとログに表示データが記録される

左クリックで現在のQSOデータを
右クリックで直前のQSOデータを表示

Call欄のコールとのQSOデータ検索

CAT装備で周波数表示
CATなしでバンド表示

ログ入力・検索

Call欄のコールとのQSOデータ検索

表示データの消去 時間とCallの表示 RST欄

CATなしでバンド表示

ログ表示

受信窓の電文の該当箇所をクリックして
半自動で入力（タイプの必要はない）
Callはクリックするだけで自動入力

手動でタイプ入力



受信窓の電文をテキストで保存

保存したテキスト電文を開く

テキストで作成した電文の送信

メニュー “ファイル”

例えばポータブルのログ

作成したマクロをファイルで保存

保存してあるマクロの呼び出し

受信音の記録開始

記録した受信音をファイルとして保存

保存した受信音の再生



メニュー “編集”

QSOでは使わないと思われる

クリックで送信窓に
該当テキストが挿入される



メニュー “表示”

好みで選択

CATなしCATなし

CATあり

同時に複数
チャンネル受信
する場合



メニュー “オプション”

外付けSCの場合は効かない。内蔵SCの場合は
クリックでWindowsのMixerがポップアップ

改行する、しない。チェックを入れない方が無難

中途半端なのが判ると思う

設定のカギ。別途詳述



メニュー “ヘルプ”

如何にMMVARIが有効か述べてある

マクロにフォーカスしたマニュアル

サンプルマクロは複雑すぎてマネージできないサンプルマクロは複雑すぎてマネージできない
と思われます。単機能で明快なマクロを作成
するのがベターです。

MMVARIのマクロは複雑で判りにくい！



ｵﾌﾟｼｮﾝ⇒ MMVARI設定画面⇒受信

注意注意

国内QSO ⇒ デフォルトのままでOK

海外(MixW他) ⇒ 上のようにﾁｪｯｸをいれる
PSK ⇔ MFSK 切換えがスムーズ



ｵﾌﾟｼｮﾝ⇒ MMVARI設定画面⇒送信

ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏﾈｼﾞｬｰを開いて該当するCOM番号を指定

次ﾍﾟｰｼﾞ参照
自コール

COMとコール以外は取敢えずデフォルトでOK



ｵﾌﾟｼｮﾝ⇒ ﾘｸﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ設定画面

CATなしの時は
PTTにチェック

TRX取説参照

前頁で指定
したのと同
じ番号

該当メーカを選択 TRXのアドレス
取説参照

古いTRXは対応していないかも？

上記以外はデフォルトまたは説明に従う

ポインター
をかざすと
ここに説明
がでてくる



ｵﾌﾟｼｮﾝ ⇒ MMVARI設定画面 ⇒ その他

ﾃﾞﾌｫﾙﾄ

デフォルトでもOK、好みで変える

通常は “0”

サウンドカードの設定を参照
C-mediaのサウンドチップ：12000Hz推奨

TxOffsetはRxOffsetと同じ値を
入れる、またはマニュアルを参照、



ｵﾌﾟｼｮﾝ ⇒ サウンドカードの較正

非常に重要な調整です！
バケ字、Fズレの要因

2000pp以内で調整出来ればOK12000 or 11025

調整方法の詳細

バケ字、Fズレの要因



マクロ（ ）とQSOの流れ

応答
NO

YES

挨拶

CQ or St

部分

受信 Final-2

①②

⑩

QRZ ⑪ｸﾘｱｰ③

挨拶

TX

1st QSO

リグ紹介

ﾒｯｾｰｼﾞ
RST

受信 TX

BTU

受信

BTU

Final-１

④

⑤
⑥

⑥ ⑦ ⑧

⑧

⑨

BTU⑧ 2nd以降



マクロ “通常CQ”

① 通常のCQは ３ｘ３または３ｘ２ 休止時間１５秒

前後の繰り返しが良いでしょう。停止は手動！

#define ReceiveTime 15000
CQ CQ CQ de <%MyCall> <%MyCall> <%MyCall>
CQ CQ CQ de <%MyCall> <%MyCall> <%MyCall>

10000 ⇒ 10秒

インターバル時間の定義（単位はｍｓ）

CQ CQ CQ de <%MyCall> <%MyCall> <%MyCall>
CQ CQ CQ de <%MyCall> <%MyCall> <%MyCall> pse K
<%RepeatTX=ReceiveTime><%ClearTXW>

インターバル（休止時間）の後、送信 送信窓のクリアー

DXペディションに対しては短く！

<%TX><%DisableCR>
de <%MyCall> <%MyCall> pse k
<%RX><%ClearTXW>



マクロ “特定局の呼出”

<%TX><%DisableCR>
<%HisCall> <%HisCall> de <%MyCall> <%MyCall> <%MyCall> pse K
<%ClearTXW><%RX>

＜送信モード＞＜改行禁止＞
＜相手コール＞ ＜相手コール＞ de ＜自コール＞繰り返し pse K
＜送信窓クリアー＞＜受信モード＞

②

＜送信窓クリアー＞＜受信モード＞

注）コマンド間はスペース不要、コールは半角１文字文のスペースを入れる
相手コールをログ欄に取り込んでいること。

ログのコール欄に QRZ と入力して、②のマクロを呼び出せば③となる③



マクロ “挨拶”

<%TX><%ClearTXW>
<%HisCall> <%HisCall> de <%MyCall> <%MyCall>
<%HisGreetings=3> <%HisName>さん、コールありがとうございました。

④

＜送信モード＞＜送信窓クリアー＞
＜相手のコール＞ ＜相手のコール＞ de ＜自コール＞ ＜自コール＞
＜日本語の挨拶＞ ＜相手の名前＞さん、コールありがとうございます。

1st QSO Name OM1st QSOで名前が不明な場合はログName欄に“OM”と入力すると良いでしょう。

貴局の信号は<%HisRST>-<%HisRST>で
厚木市 厚木市 JCC#1113
GL: PM95QKに入感しています。
名前は日下 日下(くさか)です。
BTU <%HisCall> de <%MyCall> kn <%ClearTXW><%RX>

マクロ “RST”

⑤

GL(ｸﾞﾘｯﾄﾞ･ﾛｰｹｰﾀ）はGoogle Earthなどで東経・北緯を求めてMixWで計算



マクロ “TX, BTU, リグ紹介”

<%ClearTXW><%TX>了解！ <%HisCall> <%HisName> さん de <%MyCall>

初めてなので簡単に設備の紹介をいたします。
30W出力 ⇒ GP(7m+AH-4+7m) @12mh

＜送信窓クリアー＞＜送信モード＞了解！＜相手コール＞ ＜相手の名前＞
さん de ＜自コール＞

⑥

BTU <%HisCall> de <%MyCall> kn <%RX>

30W出力 ⇒ GP(7m+AH-4+7m) @12mh
PC ⇒ Core2 Duo/2G RAM/Vista
I/F ⇒ RigExpert
ソフト ⇒ MMVARI <%VER>

⑧

⑦

マクロコマンドは ＜バージョン番号＞だけです。

BTU ＜相手コール＞ de ＜自コール＞ kn ＜受信モード＞



マクロ “Final”

<%HisName>さん、本日はFBなQSOありがとう御座いました。
次の機会にもよろしくお願いいたします。
Best 73 CUL <%HisCall> de <%MyCall> sk sk<%RX>

<%HisCall> <%HisName> TU 73 CUL de <%MyCall> sk sk <%RX>

⑨

⑩ <%HisCall> <%HisName>さん、TU 73 CUL de <%MyCall> sk sk <%RX>

<%TX> さようなら (^o^)/~~<%CWID= 73 TU E E> <%RX>

<%ClearTXW><%ClearRXW>

⑩

⑩’

⑪


