
10MHz トランスバーターの計画

今回、取り上げる 10MHz トラン

スバーターは、久しぶりに私のシ

ャックのために作るものです。

私の現用中の HF のリグは、ト

リオの TS-820 です。ところが、

このリグには 10MHz 帯がはいっ

ていません。そのようなわけで、

10MHz 帯が許可になって、もうず

いぶんたつのに、このバンドを運

用することができませんでした。

さてこの間、TS-820 で 10MHz

帯に出る手段として考えていたの

が、TS-820 そのものを改造する方

法と、10MHz トランスバーターを

用意する方法でした。これからや

ってみようというのは、トランス

バーターのほうのプランです。

今のリグには、もう少ないと思

いますが、TS-820 には 28MHz 帯

を入出力とするトランスバーター

用の端子が用意されています。も

ちろんこの端子は V・UHF 用トラ

ンスバーターのために用意された

ものですが、この端子を 10MHz

帯用に使ってやろうというわけで

す。

第 1 図が、私の 10MHz トランス

バーター作戦のプランです。

送信側は 100W が目標で、電力

増幅も半導体化することは可能で

すが、TS-820 側にりっぱな 800V

の高圧電源があり、これを遊ばせ

ておくこともないので、とりあえ

ず親機と同じく真空管の 6146 パ

ラでいくことにしました。すると

送信部のドライビング・パワーは

1～2W あればよいのですが、余裕

をみて 3～5W を目標にしてみる

ことにします。

10MHz トランスバーター

の計画

January 1986                                                                                  355

CQ ham radio 1986 年 1 月号 355～359 頁



これで大ざっぱな計画はできま

したが、送信部の設計をするには

もう少しデータが必要です。そこ

で、TS-820 のトランスバーター

OUT から得られる 28MHz 帯の出

力を調べてみました。すると第 1

図に示したように 47Ω の負荷に

約 0.5V が得られました。

局発の周波数は 18MHz とし、下

側ヘテロダインで、28MHz 帯を

10MHz 帯に変換します。

では、第 1 図の点線で囲った

10MHz トランスバーターの送信

部と受信部、それに 18MHz の局発

を作ってみることにしましょう。

第 1 図の点線で囲った中をまと

める場合、局発は独立させること

もないので、送信部か受信部に含

めてしまうのが普通です。本器で

は、局発は送信部に含めることに

しました。

こうしてまとまったのが、第 2

図 の 送 信 部 の 構 成 で す 。

28MHz→10MHz の周波数変換に

は、局発用のトランジスタを内蔵

したダブル・バランスド・モジュ

レーターの TA7320P を使うこと

にしました。この IC は東芝ではす

でに廃品種にしているようですが、

市場にはまだあるようです。

問題はこのあとの励振と電力増

幅ですが、ここにはかねてからや

ってみたいと思っていた、広帯域

アンプの応用にチャレンジしてみ

ることにしました。

ご承知のように送信機の増幅回

路には、従来から使われている同

送信部と局発の作り方
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調アンプと、最近注目を集めてい

る広帯域アンプがあります。拙著

「ハムのトランジスタ活用」の中

でもいくつか送信機を作りました

が、これらはすべて同調アンプで

やってきました。これは V・UHF

ではうまくいくのですが、HF 用

は今一つピリッときませんでした。

そこで HF 用として広帯域アンプ

の応用を考えていたのですが、今

回やってみてこれは大成功でした。

さて、試みる広帯域アンプの応

用というのは、第 3 図のようなも

のです。

ご覧のように増幅は、広帯域ア

ンプに受け持たせ、10MHz アンプ

とするにはこれにT型同調フィル

ターを組み合わせてやろうという

わけです。これも実際にやってみ

た結果は、大成功でした。

なお、ここに書いた T 型同調フ

ィルターというのは、「ハムのトラ

ンジスタ活用」の p.157 に紹介し

てある、JA1FG 梶井 OM の発表な

さった T 型アンテナ・カップラー

のことです。この T 型アンテナ・

カップラーを、スプリアス除去用

のフィルターとして活用すること

を提唱してきたのですが、T 型フ

ィルターといってしまうと一般的

に呼ばれているローパス（あるい

はハイパス）フィルターとまぎら

わしいので、今後は T 型同調フィ

ルターと呼ぶことにしたいと思い

ます。

なお、この T 型同調フィルター

には、インピーダンスのマッチン

グ作用もあり、その成果はあとで

きちんと出てきます。

第 4 図が、実際に製作する送信

部の回路です。ここで本当は回路

の説明をしなければならないので

すが、初めての体験なので、今回

は実際にプリント板を組み立てて

から回路のまとめを行ったつごう

上、回路の説明はあとまわしにし

ます。そこで、さっそく実際の作

り方にはいることにします。

なお、広帯域アンプのことは「ト

ロイダル・コア活用百科」（山村英

穂著、CQ 出版刊）にくわしく出

ていますから、それでしっかり勉

強してください。

では、第 4 図に示した部分をそ

っくりプリント板の上に組み立て

ることにして部品を集めましょう。

第 1 表に、プリント板の組み立て

に必要な部品の一覧を示します。

まず、広帯域アンプに使うトラ

ンジスタは、第 5図のようなもの

です。今回の送信部は CW 用です

ので、VHF 帯の CW 用の高性能な

トランジスタが気楽に使えます。

なお、第 5 図に示すように、Tr1、

Tr2 ともピン接続がちょっと変わ

っていますから注意してください。

18MHz の水晶発振子は、半導体

部品店で 300 円くらいの値段でた

くさん売っています。

第 4 図に示した部品のうち、T1
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と T2、それに RFC2と L3、L4はア

ミドンのコアにエナメル線を巻い

て作ります。第 6 図、写真 1 に二

つのトランスの作り方を示します。

  ここで、失敗談を一つ。最初、

T 型 同 調 フ ィ ル タ ー に も

FT-50-61 を使ってみたら見事に

失敗、途中でパワーがなくなって

しまいました。この失敗での教訓

は、トランスや RFC は FT シリー

ズで OK ですが、同調用には T シ

リーズが必要、というものです。

まあ、よく考えてみればあたりま

えのことですが、ついこんな失敗

もしてしまいます。

ここで、10MHz 用の T 型同調フ

ィルター（写真 2）の設計をして

おきましょう。第 7 図がその結果

で、Q が 5 あれば、とりあえず第

2高調波は40dBをクリアできるは

ずです。実際には、L3と L4は第 8

図のように作りましたが、これだ

と Q は 5 と 10 の中間あたりにな

っているはずです。

  本器で始めて使ってみた部品は、

T 型同調フィルターに使うフィル

ム・トリマー（写真 2）です。こ

れは斉藤電気商会で求めましたが、

10Wくらいのパワーまでなら使え

そうです。静電容量は 140pF あり

ますから、第 7 図でわかるように

Q＝5～10 に十分対応できます。

電力増幅となる Tr2 の 2SC1971

には、放熱器が必要です。放熱設

計については説明を省略しますが、

計算してみると 20℃/W 程度の熱

抵抗を持った放熱器が必要で、

T-220K はほぼこれを満足します。

第 9 図が、送信部のプリント・

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（写真 3）が、その前
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につぎに読み進んでください。

本器の電力配分は、第 3 図のよ

うに予想したのですが、はたして

このようになるのかどうかわから

ないので、とりあえず TA7320P の

周波数変換のところだけを組み立

てて動作状態を調べてみました。

第 10 図は、その様子を示したも

のです。まず、局発の周波数を Cx

や L2  を調整して、正確に 18.000

MHz に合わせ、注入電圧を Cc で

加減します。

  これで TS-820 から 28MHz を加

えて働かせてみたら、なんと約

20mW もの出力が出るではありま

せんか。これは、第 3 図の予定よ

りも 40 倍も多い値です。

そこで、Tr2の電力増幅の部分を

組み立て、第 10 図のように高周波

電力計をつないで L1 の出力を直

接 Tr2に加えたら、1.5W ほどの出

力が得られました。どうやら Tr2

は予定どおり働いているようです。

でもこれでは出力が足りませんの

で、Tr1 の出番となります。

  今までの結果をみると、Tr2では

3～4 倍（電力ゲインで 5～6dB）

も増幅すればよさそうです。これ

を実現する方法として、第 4 図の

ように Tr1 のエミッタのバイパ

ス・コンデンサーをはずして負帰

還をかけてあります。このように

してできあがったのが、第 4 図の

回路なのです。

なお、Tr1は A 級、Tr2 は AB 級

で動作しています。Tr2のバイアス

は、バリスタ・ダイオード（1S1209、

Tr2 に熱結合する）を使ったので、

熱に対しても、また電源電圧の変

動に対しても安定です。

さて、これで第 10 図の出力は

4W ほどになったのですが、T 型同

調フィルターを入れたら、出力は

5W を超えてしまいました。フィ

ルターを入れれば普通は出力は減

るものなのですが、かえって増え

たのは、T 型同調フィルターのマ

ッチング作用がその効果を現した

ためでしょう。

完成しての感想は、とにかく動

作が安定なのにびっくり、これか

らの HF 用のパワー・アンプはこ

の手に限るという気がします。

受信部については、次号でじっ

くりと取り組んでみます。

送信部を働かせてみる
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