Encode-Decode CW Sound (DSCW)
Japanese

Originally licensed in 1966 as JH1EBB then acquired JJ1JIK in 2018. I operate CW the majority
of the time. 1) To overcome the blank, I must out myself together PC, assisting keying. There
seem to be nothing better than the next application. This time, I will introduce that free
Windows application called DSCW which decode CW sound directly and enable to encoding
each character or telegraph sentence to morse codes then transmit directly keying KB as well.
It seems that more recent amateur radio transceivers provide good at cooperation with PCs. it
is equipped with CPU which enables to connect with IP connection through PC or Router
directly. it surprised a past Ham boy a little. So he readily grasped at a handy type digital UHF
transceiver, then restarted a radio ham life. However telecommunication over phone didn’t
evoke a zest to him yet, because of misanthrope. Otherwise CW modulation on HF bands
makes better communication possible between long distance radios, also give the pleasure
using telegraph key as for as low technology for old boys. So he threw the handy gadget away
to the emergency bag. It may be used for OSO call during go flying or yachting.
Previously, I mentioned earlier that iPhone software Morse-it can be used for CW decoding. No
interface is required between the transceiver and this application on the iPad or iPhone. This
tool can decode the morse sound from the speaker of the transceiver directly via the
microphone of iPad or iPhone. Moreover, since recording of the message remains during
reception in CW mode, it is eﬀective for a long sentence. It is said to be powered by iCOM, I
don’t know that mean but it seems that it is not known to ham operators in Japan so much yet.
With DSCW, we can connect the PC to the recent model transceiver via USB cable without
using a telegraph key. It enables encoding the character typed with KB into Morse code,
inputing the signal to the serial interface connected to the key jack of the transceiver directly.
However nobody’ll soon get used to telegraph key and morse codes. It is almost impossible to
master CW for old boys even old ham boys. So I was looking for something to support keying
skill, and then found one application called DSCW which stands for digital sound CW or direct
support CW operations. I don’t know exactly. Anyway I moved to try it at once. In fact, the
operation via PC is subtle to the Radio Equipment Regulations. However, this application
supports human interface, decoding and encoding. This is a substitute for the telegraph key so
that it has the function of entering the encoded signal to the transceiver’s key jack.
Benchmark in both directions of encoding and decoding make clear to be useful for practical
use. The application was developed by the OM in JA3CLM.
I can definitely say it's a wonderful application that he wrote in C ++ himself. also he provides
this over internet with free of charge. Initially I had no idea of what I was using for interfacing
with PC. So I was provided the interface of the USB serial port from him directly. I really
appreciated his help and his kind response. Although I’m a MAC lover, in order to use this
DSCW, I bought a new Windows 10 AMD 64 bit laptop. The summary of the benchmark is
summarized below. The connection from the PC to the transceiver uses the RS232C serial
interface, but of course, recent PCs don't have RS232C pins. Therefore, a connection via USB
is required. However, since there is no port (COM LPT) on the PC side, it is necessary to set up
a virtual COM port. It is said the recommended USB driver is one for FTDI's serial conversion
adapter which anyone can download for free.
I tried to install the driver first, relying on manuals and materials carefully. Although the
installation work is completed normally, the virtual COM port is not engaged in the device
manager’s list. Since the COM port couldn't be recognized from DSCW, port setting was
impossible. However, the interface seemed to have no problem. I was embarrassed as such
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technical novice even computer scientist. Suddenly, I remembered that my Rig has a USB
interface. After installing iCOM's USB driver, and connecting the USB cable between the PC
and the transceiver, the port was set correctly. Moreover, when setting the port via the port
made by this driver, the DSCW successfully decodes the CW sound. What’s the diﬀerent
between FTDI’s driver and iCOM’ one. I thought it was strange, because I have nothing to do.
Eventually the USB cable connected to FTDI driver was defective. So the driver could not
recognize the interface and list diver modules into the device manager. Note that we must
distinguish between the USB cable used for downloading and the cable used only for charging.
After this, DSCW is working to communicates with the transceiver through FTDI interface
properly. Anyway, I let always the PC connect to the transceiver via iCOM’s USB port, because
of this COM port, DSCW always can get sound from transceiver directly. There is no need to
insert a pin code from the transceiver's phone jack or external speaker into the PC's
microphone. By the way, DSCW prepares macros (= composing templates) so that novice
unfamiliar with CW is able to make mixed telegraphic message easily. In addition, this
application visualizes “zero-in,” and the quality of the received signal. it also enable to linkage
logging functionality. However, among the telegraph key-man, the skill of the electric key may
be called the ultimate status as 1st. class amateur radio technician. Whether it is an electric
key operation or a human interface improvement that maximizes the skill of a craftsman, or
which one puts its value on which is based on their respective values, as shown by Wolfram
Alpha's example, calculated sound science. With number and programming science, it can
definitely be said that it is a wonderful application for those seeing worthy. I would like to say to
JA3CLM for a wonderful application owner again.
Let's also look at operational improvements. When using the paddle currently in use CW
operation, I have to change the setting of the use key selection on the transceiver side, that the
key jack must be inserted and pulled out. Even if I turn on the key jack changeover switch that
can be changed instantly, the setting on the transceiver side will remain, However it's a pain
switching key instantly. So I may get another straight key.
Well, next time I will try to connect between IC-7300 and PC software RS-BA via internet.
Furthermore, I would like to report cooperation with iPad RS-MS1 via bluetooth.

Ama First class Radio Operator, Ama Extra Class, Aeronautical class Radio Operator, Marine
First class Radio Operator,
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iCOMIC-7610

GHD Telegraph Key
footnote :
1) Initially, CW communication was mainly used. In the DSCW experimental operation,
Windows 10 was connected to IC-7300 using serial-USB conversion. However, my rig can be
connected directly to a PC via USB. RTTY (FSK) and PSK operation are also equipped. Later,
a high-performance SDR transceiver IC-7610 (100w) was installed for fixed location. After a
year and a half, I am enjoying CW and RTTY with IC-7610. On the other hand, FT8 is
experimentally operated with iC-7300 connected to WSJT on MAC.
Summer 2019
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DSCWによるCWの運用
再開局当初、CW通信が主に運用されていた。DSCW実験運用では、Windows10はシリアルUSB変換を使ってIC-7300に接続していた。しかし、私のrigはPCとダイレクトにUSB接続が可
能である。またRTTY(FSK)とPSK運用が装備されている。その後、固定ロケーション局用に高
性能なSDRトランシーバー IC-7610を設置した。1年半を経過した現在、IC-7610でCWとRTTY
を楽しんでいる。一方、MACと接続したiC-7300でFT8を実験運用している。
長いブランクを解消するには、ツールの助けが必要だ。因みに、次のアプリケーションよりも
優れたCW運用支援アプリケーションは見当たらないようだ。今回は、CWサウンドを直接デ
コードし、各文字や電文をモールス符号にエンコードしてから、直接KBキーを送信するDSCW
というWindowsアプリケーションを紹介する。
最近のハム局トランシーバーにはCPUが搭載されており、PCとの連携が良い。無線機というよ
りPCそのものだ。デジタル通信とIP接続中継による遠隔通信など、半世紀も前の往年のハム少
年にはビックリ。先のブログにも書いたが、すぐさま、これにとびついた。しかし、ハムの醍
醐味はやはりHFによるDXだろう、しかもCW通信だ。ということで、ハンディUHFトランシー
バーはヨットかフライングの非常通信に使うことにして、バッグに放り込んでしまった。
以前、iPhoneソフトのMorse-itがCWのデコードに使えることを紹介した。今回、DSCWという
Windowsアプリケーションが、デコードのみならず、エンコードとKBから直接送信できること
を紹介する。DSCWとは、電鍵キーを使わずトランシーバーにPCを接続し、PC上で CW音響
データを処理する。KBで打ち込んだ文字データをモールス符号にエンコードし、トランシー
バーのキージャックに接続したシリアルインターフェースに信号を入力し、キーで打つように送
信できる。エンコード、デコードの双方向での実験を重ねて、実用に使えることがわかった。
DSCWのデコード能力は、Morse-Itを遥かに凌いでいる。
アプリケーションは、関西のハム局OMの方が開発された。ご自分でC++で書かれたという素
晴らしい出来のアプリケーションだ。これをフリーで提供してくれている。PCとのインター
フェースに何を使っているのか、当初、私は皆目知識がなかった。そこで、USBシリアルポー
トのインタフェースまで分けていただいた。ご親切な対応に感謝している。MAC lover の私な
のに、このDSCWを使うために新しくWindows10のAMD 64bitノートPCを購入した。実験の要
点を以下にまとめる。
PCからトランシーバーへの接続などはRS232Cシリアルインターフェースを使うが、当然、最
近のPCにはRS232Cのピンコネクタはない。そこで、USBを介して接続する。しかし、PC側に
ポート(COM LPT)がないので、仮想のCOMポートを設定する必要がある。推奨されるUSBドラ
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イバーは、FTDI社のシリアル変換アダプターだ。このドライバーもフリーでダウンロードでき
る。解説書や資料を頼りに、先ず、ドライバーのインストールを試みる。ところが、インス
トール作業は正常に完了するが、デバイスマネージャのリストに、仮想のCOMポートが表示さ
れない。
アプリケーション(DSCW)からも、COMポートが見えないのでポート設定ができない。しか
し、インターフェースには何ら問題が無いように見える。こういう技術情報は、計算科学の専
門家であっても、素人である。
ふと、私のRigには、USBインターフェースが付いているのを思い出した。そこで、iCOM社の
USBドライバーをインストールし、PCとトランシーバーを接続したところ、ポートが表示され
た。しかも、こちらのドライバーが作るポートを介してポート設定をすると、DSCWは正常に
CW音をデコードしてくれている。変だなと思って調べたら、何のことはない。インターフェー
スに接続していたケーブルが不良品だった。Type-mini Aの丁度よい長さのケーブルだったの
で、考えずに使ってしまった。ダウンロードに使うUSBケーブルと充電用にのみに使うケーブ
ルを区別しなければいけない。ケーブルを変えた後は、キーへのインターフェースも正常に仮
想ポートを設定してDSCWと通信できている。PC接続仕様のトランシーバー (iCOM社製のIC7300, IC-7610) なので、常時PCと接続させおくことにした。すると、DSCWへの音声入力は、
自動的に、そのポートを介して入力できている。トランシーバーのフォンジャックや外部ス
ピーカーから、PCのマイクにピンコードを差し込む必要はないので、配線周りがスッキリして
いる。
DSCWには、コンテスト送信電文のテンプレートを用意できる。CWに不慣れなノーヴィスもな
んとか、電文Mixで、早い速度の遣り取りについていけそうだ。また、このアプリケーション
は、ゼロインをビジュアル化して見せてくれるなど、受信信号の品質を高めてくれる。しか
し、電鍵マンの方の中には、電鍵のスキルこそが一アマの究極の価値というかもしれない。匠
の技を極めた電鍵操作かヒューマンインターフェースの改善か、そのどちらに価値を置くか
は、それぞれの価値観に基づくだろうが、 Wolfram Alpha の計算音声の例題で示したように、
数とプログラミングのサイエンスに価値を見ている者には、すばらしいアプリケーションとい
える。 オーナーのJA3CLMさんには、改めて感謝です。l
運用面での改良点もなくは無い。現在使用しているパドルでCW運用したり、DSCWから送信
したりの混合運用を想定すると、都度キージャックを抜き差ししなければならないこと、トラ
ンシーバー側の使用キーの設定を、都度変えなければならない。瞬時に変えられるキージャッ
ク切り替えスイッチをつけても、トランシーバー側の設定が残るので、瞬時の切り替えは面倒
だ。そこで、ストレートキーも気に入ったものを1台購入してもいいかもしれない。
さて、この次は、iComのPCソフトウェア RS-BA1をインストールし、インターネットを介して
IC-7610 に接続する実験を進めていく。さらに、Bluetoothを介して、iPadのRS-MS1との連携
実験をリポートしたい。
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2018. 5. 5
第一級アマチュア無線技士

IC-7610, IC-7300
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