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ＣＱ誌の７ＭＨｚのＡＭモードに関する特集記
事を読んで、興味を持ちました。
OMの自作に関するラグチューを聞かせて頂
きたいと思い、簡単な受信機を作成したとこ
ろ、意外と性能がよいので、ご紹介します。

回路構成
今までに、トランシーバを何台か作りましたら、
作っているうちうに段々と性能に欲が出て来て
しまい、結局完成しないままお蔵入りとなった
物がシヤックには何台もあります。そこで今回
は、出来るだけシンプルな回路構成で、出来
るだけ入手し易い部品を使い、高性能な受信
機となるようにしました。
全体の回路構成は図１を参照ください。通常
はFET（2Sk241等）を使った回路構成例が多
いですが、コスト削減と入手し易さから汎用ト
ランジスターの2SC1815を全体に使用してみ
ました。若干バイアス抵抗等が増えて、回路が
複雑になりますが今回、駆動電圧が３Vと低い
電圧の場合、実験しながら最適なバイアス値
に調整することが出来るので FB です。また、
周波数が比較的低いので、NFも然程変わら
ないと思います。アンテナから入力された信号
はRFアンプ（Q1)を通ってMixer（Q2)に入りま
す。局発（Q3）はコイルﾋﾟッツ発振で6.545MHz
～7.625MHzを発振させＲＦ信号と共にMixer
（Q2)でIF信号（455kHz）に周波数変換されま
す。IF段は、トランジスター2段程度のディスク
リートで作成してもよかったのですが、偶々秋
葉原のＡＩＴＥＮＤＯ（アイテンドー）で購入した
３端子ラジオＩＣ（ＴＡ７６４２）＠10円を活用して
みたくなり、これを使ってみました。
このICはシルク（100円ショップ）で以前に売ら
れていたＡＭラジオにも搭載されています。
しかし、そのまま使うと選択度に問題が発生す
るので、一応 455kHz のセラミックフイルター
を 1 段通します。AGC 回路も内蔵されている

図１ 回路構成
ので、メータを動かすために Q4 で信号を増
幅させ、RF メータを取り付けましたが、メータ
不要なら Q ４周辺の回路は無くても構いませ
ん。一番の入手難は RF トランス(L1 ～ L3）で
す。FCZ-7 Ｓ 7 か 10S ７又は互換品が入手出
来れば一番良いのですが、私は JUNK 品から
外したコイルボビンを分解し、0.1 φのエナメ
ル線で１次側１４回、２次側５回巻いて、自作し
ました。L4 は市販の AM ラジオ用の
455kHzIFT でコアの色が黄又は白を使いま
す。局発のコイルは、FCZ ７Ｓコイル、又はトロ
イダルコア T37-43 に 0.1mm エナメル線を１１
回程巻きます。AF アンプはＩＣラジオが３Ｖ駆
動なので、同じ３Ｖ駆動の NJM2073 を使用し
ます。秋月電子で 2 ケ 150 円で売っています
が、ＩＣラジオ同様 100 円ショップでＴＶ音声増
幅装置のような名前で売られているテレビとイ
ヤホンとの間に入れてイヤホンの音量を増幅
するものに 同様 なＩＣアンプが使われていま
す。こちらは電池ＢＯＸとＳＷ付きＶＲ、イヤホ
ンジャックがそのまま使えるので、これを買わ
れた方が安価かもしれません。これらのＩＣは
通常ステレオ構成で 2 チャンネル分内蔵され
ているので、ＢＴＬ接続にして、少しでもゲイン
を稼いでみました。全体の消費電流は少ない
ので電源は単三乾電池 2 本で十分ですが、
古くなったガラ携の充電池を使いＵＳＢ端子に
繋いで充電させて使用してみました。この時、

充電を外し他状態で、ＵＳＢ電源を外部から
供給すると、回路に５Ｖの電圧が掛かり、ＩＣを
破壊する恐れがあるので、注意してください。
充電池を繋いだ状態であれば、電圧は 3.2V
付近となるはずです。これだと、電池交換の心
配も無く、一日中受信可能です。小型ソーラ
電池を付けるのも、面白そうです。
組み立て

ユニバーサル基板で作りましたが、比較的周
波数が低くいこともあり、異常発振特などの問
題もありませんでした。但し、このままだとクラ
ンドラインが不足するので回路部品の無い余
白部は、出きるだけ、半田で囲みアース面が
広くなるようにしてください。IFT 同士も単線で
半田付けします。但し、局発コイルのシールド
だけはアースから浮かせてください。レベル、
Q 共に上昇します。周波数調整用のポリバリ
は、FM ラジオ用の物です。私の手持ち品で
は、基板への実装用で、ケースに取り付ける
ネジ穴が無かったので、別基板で固定しまし
た。 つまみを取り付け
る 為 RS232C のケ ー
ブ ルを 固定 する ネ ジ
径が丁度合うのでこれ
を使います。(写真１）
写真１ RSRS-232 のコネクターネジ

実験をしながら組み立てた関係で写真 2-3 の
実装ではケースイン時に局発の位置がバリコ
ンから遠くなってしまい、バランスがいまいち
です。皆さんが制作される際は、再度レイアウ
トを見直してください。併せてケースデザイン
はお好みで選んでください。私はＡＩＴＥＮＤＯ
で購入したユニ バー サル基板が丁 度入るの
でＬＥＡＤ社のＳ１を使用しました。

調整
AF 段は電源を繋ぎ、入力端子を指で触って
「ブー」と云うハム音が聞こえれば OK です。
異常発振時には図 2 点線部の C17 と R13 を
追加してください。IF 段は、セラミックフイル
ターの入力段を同様に指で触ってビート音が
聞こえることを 確認 します。 次 に S G があれ
ば、Ｌ４の１次側に 455kHz を注入し、信号が
最 大 となるように Ｌ ４を調整します。RF 段は
SG スペアナがあれば簡単にできますが、無け
れば受信機やデップメータ等を活用し、上手
に調整します。まずは局発からです。ＡＭバン
ドだけなので、7.1 ～ 7.2MHz までの 100KHz
幅を受信出来れば良 いのですが、使用する
ポリバリが 50PF なので、7.0 ～ 7.2MHz まで
の 200KHz をカバーするようにしました。この
位の受信幅だと、特にバーニャーダイアルが
無くてもチューニングに支障ありません。受信
帯域を更に狭めるには 20PF 程度のエアバリ

コンに変更し C22、C23 のコンデンサも調整し
ます。 TP 1 にス ペ アナ、周波数カウ ンター、
デップメータ、6-7MHz 帯の受信機等を繋ぎ
ます。ポリバリを一番入れた状態（一番周波数
が低くなる）で、6.55MHz に L3 のコアを調整
します。今度は ポ リバリを一番抜いた 状態 の
周波数が 6.75MHz になるように、ポリバリ内蔵
トリマを調整します。次にＲＦアンプを調整しま
す。SG があれば７ＭＨｚのＡＭ波をＡＮＴ端子
につなぎます。ポリバリを廻して少しでも信号
が受かれば信号が最大となるようＬ１→Ｌ２→Ｌ
４を調整します。段々と信号が大きくなれば、
ＳＧの信号を絞って最小で聞こえるように、再
調整します。最後に、局発レベル（C27）を調
整します。私の場合 3PF → 6PF → 9PF とコン
デンサを追加して行ったところ 6PF が一番感
度が良かったです。Ｓメータを付ける場合は、
無信号時のメータを０レベルになるよう VR2 を
調整します。

写真２（内部構成）

受信性能
高さ 7 m 程の ベ ラン ダ に 設置 した 短縮ダ イ
ポールアンテナに繋ぎ 7.195MHz を中心に
ワッチしていたところ、夕方から著名な OM の
方々の、のんびりとしたラグチューを聞くことが
出来ました。SSB に慣れた耳には AM 波の懐
かしい音質がやけに新鮮に感じました。ノイズ
が若干多いようですが、 感 度はま ず ま ず で

図２ 回路図

写真３（内部構成）

す。但し使用フイルターが AM ラジオ用の為
BW が広く、夜間は強力な近隣諸国の国際放
送にマスクされてしまいます。受信機としての
性能は十分ですので、これとペアの送信機を
作りたくなりました。

