
昔の送信機に比べると、現在の

送信機は HF、VHF ともにその構

成が大きく違ってきています。そ

の一つは、昔の送信機には必ずと

いってよいくらいに逓倍回路があ

ったのに、今ではこれがみえなく

なっています。

その理由はいろいろ考えられま

すが、そのせんさくは本題ではな

いので省略して、今月は逓倍につ

いて、かねてからあたためていた

回路を実験してみたいと思います。

なお、逓倍回路は、実際に使わ

れている市販の無線機の中からは、

ほとんど姿を消していますが、ハ

ムになるときに勉強する「初級ア

マチュア無線教科書」の中にちゃ

んと生きています。ですから、HF

や VHF 送信機での逓倍回路の役

目は十分にご存知のこととして話

をすすめます。

さて、かねてからやってみたい

と思ってあたためておいた逓倍回

路というのは、「IC 応用回路アイ

デア集」（横井与次郎編、誠文堂新

光社刊）に紹介されている第 1 図

のようなものです。

この回路は、実は拙著「ハムの

トランジスタ活用」（CQ 出版社刊）

の中に収録した『PLL による

144MHz帯用ディジタルVFOの製

作』の中で制御用のパルス発生回

路に応用しています。この中では、

ほかにも局発信号をディジタル

IC を使って分周するという試み

も行いました。

話をもとにもどして、ハムのト

ランジスタ活用の中では、第 1 図

の回路を 0.5Hzとか 1Hzといった、

ごく低い周波数で使ったわけです

が、できればこの回路を送信機の

逓倍回路に応用できないかと思っ

ていたわけです。

  そのように思ったのは、第 2 図

に示したような理由によるもので

す。ここでは従来のやり方をアナ

ログ型、今月実験するものをディ

ジタル型と呼んでみましたが、ア

ナログ型では、出力波形をひずま

せたうえで、同調回路の助けをか

りて、高調波成分の 2ｆを取り出

していました。このやり方だとど

うしても基本波の成分が強く残っ

てしまい、スペアナででも見なが

らやらないと、どの周波数で次段

をドライブしているのか、いささ

か心もとないといった不安がつき

まとったものです。

その点、ディジタル型だと、出

力はいきなり 2ｆになって出てく

るので、アナログ型でしたような

心配はなくなりそうです。

これが、ディジタル型の逓倍を

やってみたいと思っていた大きな

理由です。

逓倍・あれこれ
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  なお、アナログ型では 2 逓倍以

外にも 3 逓倍もできますが、第 1

図に示したディジタル型では、1

回あたりの逓倍は 2 逓倍だけで、

3 逓倍というのは原理的に不可能

です。

それから、ディジタル逓倍の出

力は方形波ですから、目的の 2ｆ

だけを得るには、やはり LC 同調

回路なり、ローパス・フィルター

の助けを借りなければなりません。

  …というわけで、高周波でディ

ジタル逓倍をやってみたいと思っ

てはいたのですが、従来の TTL IC

では数 MHz までがいいところで、

うまい応用を思いつきませんでし

た。ところがディジタル IC のスピ

ードもどんどん速くなり、どうや

ら HF の送信機くらいなら実用に

なる時代がきたようです。

  現在、最もスピードの速い TTL 

IC は 74F シリーズのファースト・

タイプのもので、第 1 図に示した

SN7486（Ex-OR、4 個入り）では

74F86 となります。そこで、この

74F86 のスピード（スイッチング

時間）を従来のタイプのものと比

べてみると、第 3 図のようになり

ます。

  ちなみに、N とはノーマル・タ

イプの 7486 で、LS は 74LS86、そ

して S が 74S86 です。こうしてみ

ると、74F86 がどれよりもスピー

ドが速いことがわかりますね。な

お、このようなデータは、「最新

TTL IC 規格表'85」（CQ 出版社刊）

に紹介されています。

  さて、第 3 図を見ると 74F86 の

スイッチング時間は、いちばん遅

いときでみても 8 ns です。

  そこでこれを周波数になおして

みると 125MHz となります。もち

ろん、スイッチング時間の定義か

らいって、この周波数まで使える

わけではありませんが、どうやら

短波（HF、3～30MHz）までなら

なんとか使えそうです。

  最後に、第 1 図に示された

Ex-OR（イクスクルーシブ OR）

による逓倍の動作を紹介しておき

ましょう。

第 4 図は逓倍される様子を示し

たもので、Ex-OR の二つの入力端

子には、時間（位相）をずらした

入力信号を加えます。一方の入力

端子にはいっている R と C は、時

間をずらす役目をしており、この

ような動作をすれば、RC による

以外の方法でもかまいません。

①と②の入力から③の出力が得

られる様子は、第 3 図の中の表の

条件のところの動作をあてはめて

いくとわかります。あなたもやっ

てみてください。

  今月は前置きが長くなってしま

いましたが、ディジタル逓倍の見

通しがたったところで、早速なに

かに応用してみることにしました。

  実は、かねてからやってみたい

と思っていたことがもう一つあり

ました。それは、自作派ハムには

おなじみのミスホ通信の VFO ユ

ニットの流用です。この VFO ユ

ニットの RIT 回路を使って FM 変

調をかけてみたら面白そうだなあ

28MHz FM 送信機への応用
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ということでした。

そこで、この VFO ユニットと

ディジタル逓倍を組み合わせて、

28MHz の FM 送信機を作る実験を

してみることにします。

第 5 図が今月やってみる 28MHz 

1W  FM 送信機の計画です。

まず、買ってきたミズホ通信の

VFOユニットはQP-7 (VFO-7) で、

定格は第 1 表のようになっていま

す。

そこでまず出力周波数を見ると、

7.0～7.13MHz（カッコ内は QP-21

の場合）となっています。これを

第 5 図のように 4逓倍して 28MHz

帯の出力を得ますが、28MHz 帯の

FM は 29.0～29.7MHz なので、正

確には 7.25～7.425MHz の出力が

必要となります。VFO-7 の周波数

可変範囲は 130kHz で、これを 4

逓倍しても 520kHz となって必要

な 700kHz をカバーしない計算で

すが、実際には可変範囲には余裕

があり、やってみたところでは

700kHz 近くまでカバーできまし

た。

  出力を 1W に選んだのは、特に

理由はありませんが、作りやすい

ところであり、また 10W にするに

も手ごろな電力だからです。Tr2

と Tr3 の部分は「ハムのトランジ

スタ活用」の中で十分にいじった

ところで、そのときのやり方がす

べて応用できます。

  さて、74F86 を使って、第 1 図

のディジタル逓倍回路の実験を

5MHz と 10MHz で行った結果、ど

うやらいけそうなので、早速、第

5 図の計画を現実のものにしてみ

ることにしました。

  第 6 図が、28MHz 1W FM 送信

機の回路です。

  まず、Tr1がレベル変換です。こ

こで、VFO の出力を TTL レベル

に変換します。

  IC1 が、74F86 を使ったディジタ

ル逓倍回路です。この回路はバッ

ファーと組みになっていて、1 段

目は 7→14MHz、2 段目は 14→28
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MHz の逓倍を行います。

  この回路を第 1 図と比べてみる

と、周波数が違いますからまずコ

ンデンサーの値が違っています。

それともう一つ、抵抗器に並列に

RFC がはいっています。これは事

前に行った実験の結果によるもの

ですが、詳しいことはあとで実際

に働かしてみながら説明すること

にします。

  Tr2 と Tr3 の部分は、「ハムのト

ランジスタ活用」の p.170 に示し

た 21MHz 帯用の混合・励振部（第

3-2-35 図）を 28MHz 用に直して

使います。ちなみに、第 3-2-7 表

の出力結合回路を設計しなおして

みると、L3 は 2.84μH、これに直

列に入れる C の値は 12pF となり

ます。第 6 図ではこの C は 15pF

になっていますが、これは実鹸の

結果決めたものです。

  では、第 6 図に示した部分をプ

リント板の上に作ることにして部

品を集めましょう。第 2 表が、プ

リント板の組み立てに必要な部品

の一覧です。

電力増幅に使う 2SC1678 には、

放熱器が必要です。それと、放熱

器に取り付けるための絶縁板と絶

縁ワッシャーが必要ですので、ト

ランジスタを買うときに忘れずに

いっしょに買っておきましょう。

第 7 図が、プリント板のプリン

ト・パターンです。プリント板の

加工がおわったら部品を取り付け

て組み立てますが、このときに注

意しなければならないことがあり

ます。それは、Tr2 の 2SC2086 の

取り付け方向です。

第 6 図にも示しておきましたが、

2SC2086 のピン接続は普通のトラ

ンジスタ（たとえば、 Tr1 の

2SC2347）とちょうど正反対にな

っています。第 6 図と第 7 図を比

べながら、間違えないように取り

付けてください。

プリント板の組み立てがおわっ

たところで、VFO-7 をつないで逓

倍の様子を調べてみました。第 6

図のディジタル逓倍回路は第 8 図

のようになりますが、写真 1 はⒶ

（上）とⒷ（下）点の波形を見た

ものです。これを見ると、やはり

バッファーが必要なことがわかり

ますね。

つぎに、2 逓倍出力のⒸ点の出

力波形を見たのが、写真 2 です。

最初、R1の 470Ω だけで RFC1は

なし、C1をトリマー・コンデンサ

ーにして最もよい状態にした結果

が写真 2 でした。

  写真 3 は、RFC1を入れたあとの

Ⓑ（上）とⒸ（下）点の波形です。

これをみると 2 逓倍の出力波形が

改善され、しかもたしかに 2 逓倍

ディジタル逓倍の動作
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されていることがわかるでしょう。

なお、RFC1の値もいろいろ考えて

みましたが、10μH がいちばん FB

でした。

  私の使っているオシロ・スコー

プは 15MHz までのものなので、こ

こまでの波形しかお見せできませ

んが、つぎの 2 逓倍回路の RFC2

や C2 の値も同じように実験によ

り決めたものです。C1 と C2 の値

については、第 1 図の出典の指示

と違っていますが、とにかくこれ

で働いています。

  なお、ディジタル逓倍回路がう

まく働いた所で L1のリンク・コイ

ルに 47Ω の負荷をつないで出力

電圧を測ってみたら 0.7V ほどが

得られました。これは、電力にす

ると 10mW ほどになります。

VFO-7 の RIT 回路を利用した

FM 変調の実験を、簡単に紹介し

ておきます。

VFO-7 では第 9 図のように G

端子に RIT 回路が出ており、F 端

子からは安定化された 6V の電圧

が得られます。そこで第 9 図のよ

うに A 端子の VFO 出力に周波数

カウンターをつなぎ、10kΩ の VR

を回してみました。そうしたら

6kHz ほど周波数が変わり、G 端子

の電圧がほぼ 1V のときに可変範

囲の中央となりました。そこでこ

こに VR を固定し、オーディオ発

振器から 1kHz で 0dBm（約 0.7V）

の信号を加えて 4 倍の高調波を

28MHz の FM 受信機（たとえば、

IC-2N＋本誌 1984 年 5 月号で作っ

た 28MHz クリコン）で聞いてみた

ら、みごとに FM 変調がかかりま

した。

実験の結果では、オーディオ信

号レベルとしては 0.4～0.5V あれ

ばほどよい FM 変調がかかりそう

です。したがって、ゲインをおさ

えたトランジスタ 2 段増幅か、プ

リアンプ用の IC を使えばちょう

どよさそうです。ただし、正式な

FM にするには、IDC（リミッター

＋フィルター）なども必要になる

でしょう。

*

ちゃんとした28MHz帯のFM送

信機にするには、今月作ったもの

以外にマイク・アンプやスタンバ

イ回路も必要になってきます。今

月はそこまでいきませんでしたの

で実験としましたが、できればち

ゃんとした送信機にまとめてみた

いと思っています。          口

FM 変調の実験
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