
ブースターに使う

受信用プリアンプの製作

先月完成した 50MHz SSB トラ

ンシーバーは、せいぜいハンデ

ィ・トランシーバーなみの性能で

したが、PSN 方式なのに思ったよ

りうまくできたので、徹底的につ

き合うことにして、ブースターを

用意することにしました。

ところで、完成した 50MHz SSB

トランシーバーの送信部と受信部

をみると、送信部は出力が 2W く

らいしかなく、受信部も高周波増

幅が付いていませんから、あまり

感度がいいとはいえません。

これは送信と受信のバランスが

とれているということで、一つの

形ではあります。

そのようなわけで、この 50MHz 

SSB トランシーバーをグレードア

ップするには、送信と受信の両方

にブースターを用意する必要があ

ります。

第 1 図は、これから製作する

50MHz 用ブースターの計画です。

これでわかるように、「受信用プリ

アンプ」と「送信用リニアアンプ」、

それに「送受信切り替え」「フィル

ター」「電源」が必要です。

これらのうち、フィルターは送

信のときのスプリアス・レシオを

電波法令の規定に合わせるために

必要なものです。

電源は外部から供給してもいい

のですが、シャックにおいて使う

ときには内蔵させておいたほうが

便利なので、入れておくことにし

ます。

さて、今月は第 1 図のうち「受

信用プリアンプ」を中心に「送受

信切り替え」と「フィルター」を

1 枚のプリント板の上に作ってみ

ることにします。

次ページ第 2 図が今月作る「受

信用プリアンプ」他の回路図です。

まず、L1 と FET の 3SK59、それ

に L2 の部分が受信用プリアンプ

です。これは、2 月号で作った受

信用プリアンプの回路と同じです。

10kΩ の VR はゲイン・コント

ロールで、とりあえず半固定のも

のをプリント板の上に乗せておく

ことにします。もし外付けにする

のなら、半固定 VR をはずして、

そのあとに 10kΩ の可変抵抗器を

つなぎます。

Tr の 2SD235 とリレーが、送受

信切り替えです。この部分は拙著

『エレクトロニクス・アイデア製

作集』（CQ 出版社刊）の 206 ペー

ジに示したリモート・コントロー

ルのアイデアを使います。

先月作った 50MHz SSB トラン

シーバーをアンテナ端子からみる

と、直流的に、受信のときに導通

があり（抵抗がゼロ）、送信のとき

には導通がない、すなわち抵抗が

無限大になります。ですから、リ

モート・コントロールのアイデア

がそのまま使えます。

実は、この送受信切り替えを使

って、受信用プリアンプのスタン
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バイも同時に行います。

では、それらの様子を第 3 図で

説明してみることにしましょう。

第 3 図（a）は受信のときの様子

を示したもので、トランシーバー

（TRX）側は抵抗がゼロ、すなわ

ちショートされていることになり

ますから、Tr のべ一スも RFC を

通して直流的にアースされ、Tr は

OFF となりリレーは動作しませ

ん。

この状態では Tr はないのと同

じですから、受信用プリアンプに

はリレーのコイルを通して電源が

供給され、受信用プリアンプが動

作します。

次に、50MHz SSB トランシーバ

ーを送信にすると第 3 図（b）のよ

うに TRX の端子はオープンにな

ります。すると、Tr には 10kΩ の

抵抗を通してべ一ス電流が供給さ

れるので Tr は ON となり、リレー

が動作して送信に切り替わります。

この状態では Tr のコレクタはア

ースしたのと同じになりますから、

ここの電圧はほとんどゼロ（実測

では約 0.08V）となり、受信用プ

リアンプの動作が止まります。

50MHzのフィルターはT型アン

テナ・カップラーで、QL＝5 とし

てコンピューターに計算させたも

のを第 4図に示しておきます。な

お、計算の方法は『ハムのトラン

ジスタ活用』（CQ 出版社刊）の 157

ページに紹介してあります。

また、コイルはアミドンのトロ
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イダル・コアに巻きますが、何回

巻いたらいいかは、コアに付属し

ている取扱説明書をみるとわかり

ます。

では、第 2 図に示したものをそ

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、組み立てに必要な部品の

一覧表です。

部品のうち、FCZ 研究所のコイ

ルとアミドンのトロイダル・コア

は、トヨムラ・東ラジ店で売って

います。

オムロンのリレーは、オートメ

ハマダ（☎03-253-5261）で求め

ました。

CV11D500 や CV11D450 は半固

定のセラミック・コンデンサーで、

東京・秋葉原のラジオセンターの

中にある東邦無線（☎03-251-

6078）や東京ラジオデパートの中

にある桜屋電機（☎03-255-6427）

で売っています。

では、作ってみましょう。第 5

図がプリント板のプリント・パタ

ーンです。プリント板の加工が終

わったら、部品を取り付けて組み

立てます。

ここで、もう一度第 2図をみて

ください。L1のリンク・コイル側

に 0.001μF のコンデンサーがは

いっていますが、なぜこのコンデ

ンサーが必要なのか疑問に思った

方もあることでしょう。

このコンデンサーは、実は電気
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的にはなくてもいいものなのです

が、第 5図のプリント・パターン

では、重要な役目をしています。

このコンデンサーのおかげで、リ

レーからフィルターへはいる配線

が最短距離でできています。ここ

は送信のときに 10W の電力が通

るところなので、重要なのです。

なお、この 0.001μF のコンデン

サーは電気的な役目はありません

から、ジャンパー線で結んでもか

まいません。

完成したら、50MHz SSB トラン

シーバーにつないでさっそく働か

せてみましょう。VR をゲイン最

大にし、L1と L2それに VC を調整

すると、今まで弱かった信号がぐ

んと強くなったでしょう。

受信が OK でしたら、送信のテ

ストをしておきます。

プリント基板のTXの INとOUT

オシロスコープは

なくても作れる

先月号で完成した PSN 方式の

50MHz SSB トランシーバーは、そ

の後も、とてもうまく働いていま

す。

ところで、東京・大田区の

JN1OCA 小野さんから、「調整のと

ころでオシロスコープを使うとこ

ろがありますが、当局にもローカ

ルにもそれを持っている人がいま

せん。他の方法はないでしょうか

（なければ、あきらめるほかにあ

りません）」というご質問のハガキ

をいただきました。

そこでお答えですが、まず AF 

PSN については、調整箇所はあり

ませんから、オシロスコープで性

能を調べた写真（1）は、第 2 図の

ように作ればこんな性能が得られ

るのか…というようにみればよ

く、ここではオシロスコープは必

要ありません。

次に VR2ですが、これはオシロ

スコープでみた程度では、調整点

は出ませんでしたから、スペアナ

などさらに高級な測定器を使わな

いかぎりとってしまってもよく、

付けたのなら中央にセットしてお

けば OK です。

  問題は RF PSN の L3 の調整です

が、これも思ったよりブロードで

すから、あらかじめディップメー

ターと値のわかっているコンデン

サーを使って 0.9μH に調整して

取り付けるか、他の受信機かトラ

ンシーバーを使って不要サイドバ

ンドのもれを聞きながら、これが

最小になるように調整すれば、写

真（2）の程度の性能は得られます。

  いずれにしても送信機を調整す

る最良の相手は受信機ですから、

本機の受信部か受信用として他の

50MHz SSB トランシーバーの補足・説明
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を、仮りに短いビニール線でつな

いでおき、アンテナの代わりに高

周波電力計をつなぎ、マイクのか

わりにツートーン・ジェネレータ

ー（『エレクトロニクス・アイデア

集』の⑦のもの）をつないで送信

にしてシングル・トーンを入れて

みます。

すると出力が出てきますから、

これが最大になるようにフィルタ

ーの VC を調整します。これで、

この受信用プリアンプをつながな

いときとほとんど同じぐらいの出

力が出ていれば OK です。

*   *   *

来月は送信用リニアアンプと電

源を作って全体をまとめますが、

それまでの間は、この状態で受信

用プリアンプだけを使っていてく

ださい。

口

トランシーバーをぜひ 1 台用意し

たいものです。

受信部の改良法

先月号の 50MHz SSB トランシ

ーバーのまとめのところでお話し

ましたが、これにはいっている受

信部は、8 月号で紹介した 50MHz 

SSB/AM 受信機に一部改良を加え

ましたので、お約束どおりその改

良法を紹介します。

実は、8 月号の第 6 図の L5を二

次側の巻き数の多い IFZ-455C に

交換したところ、我然感度が上が

ったのですが、AGC がビンビンと

働き始めたとたん、局発の水晶発

振の QRH がひどくなりました。

この QRH は、CW を受信したと

きに受信機の中でチャーピーを発

生するほどでした。ためしに、

HA12402 の AGC 端子であるピン

16 の電圧を外部からゆすってみ

たら、数 100Hz もの QRH をおこ

しました。これでは、SSB も CW

も満足には受信できません。

このように QRH をおこす原因

は、もともと水晶発振子をつなが

なくても発振するようになってい

る回路を、水晶発振子で周波数を

引っぱっているところにありそう

です。

そこで、図Ⅰのような回路に改

良しました。改良した部分は、図

Ⅰに色で示した部分で、前にもお

話したように、L5 を IFZ-455C に

交換したのが発端です。

その結果として、水晶発振の

QRH を除くために、FET3 を設け

て水晶発振を別にしました。

なお、IC1 の HA12402 は L3があ

れば X や FET3がなくても自励発

振をおこします。これをおさえる

のが、R の 47Ω の役目です。

今回は改良部分だけを紹介して

もよかったのですが、新しく作ら

れる方もあるかもしれませんので

全体を示しておきます。

図Ⅱに、この改良にともなって

変更になったプリント・パターン

を示しておきます。8 月号の第 7

図に示したものに比べると、横が

10 ㎜だけ広くなっています。

図Ⅱを 8 月号の第 7 図と比べる

と、IC1 の左半分（ピン 1～8）の

特に 9MHz の部分のパスコンが、

第 2 図ではずいぶん多くなってい

ます。これは、改良の前のプリン

ト板では動作がちょっと不安定だ

ったためで、図Ⅱのものはとても

安定に働いています。

口
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