
このところ、サンスポット・ミ

ニマムの時期にはいって、DX も

ままなりませんが、こんなときに

つぎのサンスポット・マキシマム

を狙って、無線機の整備をしてお

くのもよいかもしれません。

さて、DX となるとやはり CW

と SSB ですが、これらのモードで

の QSO は、FM に比べピーピーギ

ャ一ギャーという感じがして、特

に FM から CW や SSB に移られた

方はびっくりするようです。

そうでなくても、CW や SSB だ

けをやっている方でも、そう思っ

ていることはあるのではないでし

ょうか。

そういえば、このページにお寄

せいただいた、JP1IIO 石井さんの

リクエストの中にも “SSB のサウ

ンドをやわらかく聞くための方法”

というのがありました。

そこで CWや SSB のサウンドで

すが、特に自作機の場合にはオー

ディオ・アンプの周波数特性がよ

すぎて、耳に痛いような音になっ

ていることが多いようです。また、

メーカー製のセットでも、オーデ

ィオ・アンプの音作りがきちんと

できているものもありますが、意

外にハイファイのままだったりす

ることもあります。

そこで、石井さんのご希望の

SSB のサウンドをやわらかく聞く

方法ですが、それには第 1 図のよ

うに、受信機のオーディオ回路に

トーン・フィルターを入れてやる

のが手軽で効果的です。

FM もそうですが、特に SSB の

場合には、中間周波回路で SSB 用

のフィルターを信号が通ってきま

すから、信号は 3kHz のところで

バッサリとなくなっているはずで

す。でも、オーディオ・アンプが

ハイファイだと、かなり耳にきつ

い音がします。

この傾向は、ノイズや混信があ

ることより強く感じるようになり

ますが、こんなときにはトーン・

フィルターで低域と高域を思いき

ってカットしてやると、聞きやす

い音になるものです。

なお、最初は SSB 用のトーン・

フィルターだけにするつもりだっ

たのですが、電話級ハムの方でも、

電信級ハムの資格が電気通信術

（それも受信だけで OK）のテス

トだけで取れるようになり、これ

からは CWを楽しむ方も増えてく

ると思いますので、CW 用のトー

ン・フィルターも含めてみること

にしました。

これから作るトーン・フィルタ

トーン・フィルターの効用

トーン・フィルターの計画
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一には、電話だけでなく CW 用も

含めることにしましたので、第 2

図のような構成にしました。

まず、トランシーバーからのオ

ーディオ出力を、どこから取り出

すかを決めなければなりません。

オーディオ出力は、HF 用のトラ

ンシーバーならフォーン・パッチ

用の出力の付いたものもあります。

でも、どの機種でも利用できると

いうわけではありません。

もっとも確実にオーディオ出力

が得られるのは、外部スピーカー

端子です。これなら VHF 用の FM

トランシーバーにも付いています。

そこで、オーディオ出力はトラン

シーバーの外部スピーカー端子か

ら得ることにしました。

つぎに、電話用のトーン・フィ

ルターの基本はハイ・カットで、

それには LPF（ローパス・フィル

ター）を使いますが、音作りとし

てはハイ・カットに見合っただけ、

低域もカット（ロー・カット）し

ておく必要があります。そこで、

バッファーのあとにロー・カット

用の HPF（ハイパス・フィルター）

を入れてやります。

このあとに、電話用としてはハ

イ・カット用の LPF、CW 用とし

ては受信信号だけを浮き出させる

BPF（バンドパス・フィルター）

を入れます。

こうして作られた信号は、

AF-PA（低周波電力増幅）でスピ

ーカーを鳴らすのに必要な大きさ

まで増幅してやります。

さて、オーディオ用のフィルタ

ーには LC フィルター、オペアン

プを使ったアクティブ・フィルタ

ー、それに最近出回ってきたディ

ジタル・フィルターなどがありま

すから、これらのうちのどれを使

うかを決めなければなりません。

結論としてはなるべく作りやす

いように考えて、オペアンプとCR

だけで済ますアクティブ・フィル

ターを使うことにしました。

具体的には、HPF と LPF の回路

は第 3 図のようになります。この

フィルターの減衰特性は、オクタ

ーブあたり 12dB です。

BPF についても同じようにアク

ティブ・フィルターでやれるので

すが、ここでは本誌 1983 年 1 月号

で紹介した、シミュレーテッド・

インダクターをオペアンプで作り、

LC 同調回路とする方法を採用す

ることにしました。
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今回使ったのは第 4 図のような

回路で、この回路ではごらんのよ

うなところから低域がフラットに

なります。そこで、第 2図のよう

に HPF のあとに入れるようにし

てあります。なお、この回路には

いくつかのノウハウがありますが、

詳細は前記 1 月号を見て参考にし

てください。

今回使った HPF と LPF は、ゲ

インが 1 です。これに比べると

BPF のほうは共振回路ですから電

圧ゲインがあります。このゲイン

の差は、あとで電話と電信のレベ

ル合わせをするときに役に立ちま

す。

第5図が、第2図のバッファー、

HPF、LPF、それに BPF までの部

分の回路です。電源は正負 2 電源

を用意するのはたいへんなので、

単電源で働くように設計してあり

ます。

LPF のところにはいっている可

変抵抗器（250kΩ）が、LPF のカ

ット・オフ周波数を変えるための

ものです。これを回して、好みの

音を作ります。

VR1 と VR2 は半固定抵抗器で、

VR1 が全体の入力レベル設定用、

また VR2 が電話（PH）と電信（CW）

のレベル合わせ用です。

  さて、第 5 図では回路の成り立

ちはよくわかるのですが、この図

からプリント・パターンを作るの

はやっかいなので、AF-PA まで含

めて全体の回路を書いてみたのが

第 6 図です。

では、第 6 図に示した部分をそ

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 表がプリント板の組み立て

に必要な部品の一覧で、むずかし

い部品はなにもありません。

部品がそろったら、プリント板

を作りましょう。第 7 図にプリン

ト・パターンを示します。プリン

トーン・フィルターの作り方

トーン・フィルターの作り方
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ト板の加工がおわったら、部品を

取り付けて組み立てておきます。

プリント板の組み立てがおわっ

たところで、フィルターの特性を

調べておきましょう。

第8図は、電話用のHPFと LPF、

それに電信用の BPF の特性を調

べてみたものです。

まず電話用の HPF や LPF です

が、HPF はまあこんなものでしょ

う。LPF のほうは VR を回すこと

によって図のように特性が変わり

ます。このとき、VR の値を小さ

くするとカット・オフ周波数が高

くなるということを頭に入れてお

いてください。このことは、ケー

スに収めるとき、VR の配線のと

きに必要になります。

LPF の可変範囲もまあまあのよ

うに思いますが、実際には耳で聞

いてみなければわかりません。

つぎに CW 用ですが、これをみ

ると低域のほうがフラットになっ

ていることがわかるでしょう。し

たがって、途中から HPF の特性が

そのまま現れています。

この BPF は、共振点で、入力電

圧が 0.07V のとき、出力電圧は 1V

ほどでした。したがって、ゲイン

は 14 倍ほどになります。ただし、

BPF は通過帯域幅がせまいので、

通ってくるエネルギーは当然少な

くなり、電話用に比べると聴感上

のレベルはかなり低くなります。

結果的にはゲインを 7 倍くらい

（VR2 を半分ほど上げる）にみる

と、電話用と電信用のレベルは

ちょうど合うようでした。

なお、BPF のほうの最大入力

電圧は、0.1V くらいにおさえて

おいたほうが動作が安定でした。

これより、AF-PA の入力電圧は

やはり 0.1V くらい（電話用のフ

ィルターはゲイン 1）になるわ

けで、この入力電圧で AF-PA

をうまく働かせなければなりま

せん。

そこで、AF-PA の入出力特性

を調べてみたのが第 9 図です。

A
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AF-PAのゲインは第6図に示した

RNF で加減できますが、第 9 図の

結果から RNFは 470Ω に選んであ

ります。

なお、出力電力はごらんのよう

にほぼ予定の 3W が得られました。

では、プリント板をケースに入

れて、トーン・フィルターを完成

させてみることにしましょう。

第 10 図がケースに入れる場合

の全体のつなぎ方で、第 2 表にケ

ース入れに必要な部品の一覧を示

しておきます。スイッチは 2P と

3P を使い分けなくても、3P のも

のを 2 個使っても OK です。

ケースの中の組み立てがおわっ

たら、12～13.8V の電源を供給す

る準備をし、本器にトランシーバ

ーとスピーカーをつなぎます。

では、トーン・フィルターの電

源スイッチを OFF にし、トランシ

ーバーを受信状態にしてみましょ

う。すると、普通にスピーカーが

鳴りましたね。

つぎに、スイッチを ON にして

トーン・フィルターを働かしてみ

ましょう。まずフィルターを電話

用にし、スルーのときと同じか、

ちょっと大きな音になるように

VR1 を調節します。TONE のツマ

ミを回すと、音が変わりますね。

つぎに CW の信号を受信し、フ

ィルターを電信用に切り替えます。

そして、安定した CW 信号を受信

し、電話のほうと同じように聞こ

えるように VR を調節します。こ

れで、電話用と電信用フィルター

のレベル合わせはおわりです。

これで、受信用のトーン・フィ

ルターの完成！、受信状態に応じ

て本器を活用してみてください。

口
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