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本稿は 8樋太陽ft~脅受信装置に関する研究の一部で，稲津氏の卒業論文を川 rllが書き改めた

ものである.

L8 cm太陽雑音受信装置1の所で述べ?と通れ受信機の総合雑音指数を改存する一手段とし

て超高周波局部発振周波数の両側に中間周波数だけ離れた2つの帯域を同時に受信する方式を

採用した.との~超高周波部の体法帯域即ち 3750土30MC に互って極力損失を減少させなけ

ればならたい.と・の際問題となるのは主としてアンテナ及び周波数変換器であるが，本稿は

との中後者Irc::関する研究である. そしてy将来小r:日阿波数を高くするととをも考ほ して体j雲市

域は3750土100MC左目標とした.

とのように帯域を虞く するのは雑音指数の改善が主目的でるるから受信機雑音を出来るだけ

減らさたければ意味がたい.一方都波管変調をする関係上アンテナ側に電波を出さたいととが

必要である.との2つの目的から変換持としては MagicTee ~ roいた王子街型を採用した.本

来千衡変換器の設計には MagicTeeと変換器要紫とを組合せたものの特性を問題にすぺきで

るるが， 11降、変換器要素の周波数特性を極めて良〈主主し得たので，両者の設計を別々に行って

組合せた.とのようにすると鉱石自身の特性の不千術があまり問題とゑらなくなって経済的

である.

との変換器には多少欠陥があるが，殆ん左所期の目的を達しているので現在実用に供して

いる.

2.塑換器要素

2.1. 設計上の指針

Magic Teeと組合わせる変換器要素では局部発按波の挿入方法を考える必要がたいから唯

一型のものより設計が楽である.さて周波数特性のよい変換器を設計する上の指針と してう与え

られるととを列挙すると，

a)第ltc変換音寺内にたいては周波数特性の改善に役立つもの以外は極力取除いて簡単化す

るとと.

b)第 21rc::整合を完了する点迄の波数(長さ/管内波長 Ag)を極力小さくして周波数に対する

波数の変化を減らすとと.勿論とれには長さを短くする方法と Agを大きくする方法とが

ある.
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c)第 31L第 1，第2の点に留意したがら，整合を完了する点即ち正規化コングクタンスが

1に主主る点の品j波数特性をよくすると 1，-iJ時11:，整合mサツセプタンス l亡過当なものを選

んで，両手fの周波数による変化を互に打消すようにするとと.

等がある.

2.2. 具体的設計方針

うtず第 1に指針 a)IL従って導波管中に直接鉱石を挿入するととにした.

第1図 次ぎに鉱石を挿入する点の波動抵抗を鉱石の抵抗値に近づける

ととにした.とれは第1図の SmithChart(刊によっても分るよ

うに距離に対する周波数特性の蹟がりが小さく友るからである.

第 31L鉱石の抵抗値に対して導波管の波動抵抗を多少IJ、さ自に

第2図
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してたくと都合がよい.とれは鉱石を変えた場合にもサツセプタ

ンス挿入位置を変えずに整合がとれるからである.即ちとのよう

にすると，後部の短絡仮の位置を変え?と場合のサツセプタンス挿

入点にたけるアドミッタンスが例えば第2図αのようた軌跡をた

eるから必ずコンダクタンス 1の円 bと交り 整合がとれる.実

際には 2.4.節c)の実測より 20.5n.に定めた.

第 4に整合が完了する点より負荷側のf#¥波管の遮斬波長-を長く

する震に他の modeが生じない範囲で長辺の幅を蹟げると とにし

た.導波管の披動抵抗は例えば，{雪}
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α:長辺の長さ

b:短辺の長さ

..l :昼間波長

J.c:匙 断 波 長

で表わされるから，んの値を大きくするととにより Zoの値も小さくなれ第3の要求をも満

足する方向で都合がよい.

第 51L中間周波との結合部の周波数特性をよくするととに努めた.即ちとれに問いる A/4の

折返し型チョークの，鉱石に続く..l/4の部分の波動低抗を小さく，後の折返し部分の波動抵抗

を大きくした(第3図参照).

2.3. 構 遁

描・迭を第3図及び写民 11亡示す.
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第 3図

/----lj 
!ι)0→ 

Ama'『
'
銅
山
「

2.4. 特性 の測定

a)鉱石挿入点のインピーダンス

後部短絡板の位置を変えて測定した鉱石挿入点の周波数特性を~H 図に示す. ζ 与に よ ると

第 4図 第5図

短絡板が鉱石に接近するに従って予期したように周波数特性はよくなれ叉同一回制方向に対

して周波数によるインピーグンスの変化方向が逆縛しているととが分る .との方向tよ後速の布i

f武を行うのに都合がよい.

b)誘導性窓による柿償

短絡板の位置を第4図e，f附近の任意の位置に置いて鉱石側を見?と正規化コングクタンス

lrcなる一番近い位置を求め，その点に誘導性窓を押入して整合をとる模様を第5図K示す.
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誘導性窓のサツセプタンス仰は(第6図参照)，

B;K. ~g 
乙α

Ag:管内波長

!(: b!aの函数

第6図
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で表わされる如くらに比例するからとのように補償がよく行われる.若し;第4図a，bの桜な

特性を用いると周波数特性は額著に悪くなる.

c)鉱石の抵抗値

とれは鉱石持入点の導波管波動抵抗を決めるf誌の予備実験でるる .導波管短辺の長さのみを

変えて55x7mmとし，前述の変換器と同じ よう主主方法で鉱石を挿入して測定した.測定は2

第7図 箇の鉱石について行ったが，第7図に示す値は

鉱石から後部のサツセプタンスを差ヲ|いた値で

ある.周波数特性があまりよくないのはとのと

き用いたA/4チョ ークの設計が悪かった震と忠

われるが， 何れにしても周波数による抵抗分の

変化は(殆んど友 <.導波管波動低抗が 70.nで

るる所から との鉱石の抵抗分は電流300-500

μA程度で30-40.n程度であるととが分った.

第8図
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3.1. E-armの整合

3. Magic Teeの整合

第8図のようゑ MagicTeeの整合に関して

は小口氏の研究(叫があるが，導波管の波長に対

する寸法が異主主りそのまま適用するととが出来なかったので整会

Kiflぃ?と方法を述ぺると とにする.

導波管の寸法は 55x27.5mmで，第8図 Th T2K整合負荷を接

ち 続 したとき米整合のままの各armの周波数特性を第9図に示す.

但しイン ピーダン スの値は各分岐点にたげる値である.

第9図を見ると， E-arm， H-arm共分岐点から 1/3 程奥へ入った所で第 10 図の~;慣回路が

成立っているととがわかる.そとで前述変換器の場合と同じく， E-armの短辺を庚げてイン

ピーグンスを約21きに上げれば良好た周波数特性が得られるのではないかと予想される.併し

ながら第11図に示す3つの寸法につきインピーダンスを測定した所・，第四図 a，dJ， 引に示

すように予期に反した結果を得た.とれは highermodeの影響で相殺される震であろう.併

しとのように入口を蹟げた場合，分岐点Ir:容量性窓を設けると第 12図に見られるようにコン

グクタンス 1の内を過ぎるので，スリ ット結合によればとの1点で整合がとれるから便利でる



第9図
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JL4: 

る.37.5 x 28.5 mmのス リットにより整合をとったときの周波数料性を第13図 に示す.特性

はあまりよく主主いが整合が簡単であると云う点で同部発振出力導入の目的には十分;直ってい

る.
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第 13図

H-armの整合3.2. 

その資料を掲載するに止める.とれば通常行われている方法と変らないので，

第 11'CMagic Tee内において H-armの分岐点より内部では入口より或点迄の波数が普通

の導波管内の波数より小さくなるが，その様子を第14図(a)に示す.叉整合棒のリアクタンス

も後壁に近づくに従って第14図(b)ぬように変って来る.導波管寸法が波長K比して小さい銭，

誘導性にすると棒がE-armの方に突出ナる恐れが遣うるからとのように細い俸の資料を挙げた.

第14図(b)
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E-armを3_1.節のように変形 した場合

H-armから見たインピーダンスは第15図

従って管内波数

0.373だけ入口から奥へ入つ?と所にサツセ

プタンス ー0.9なる整合棒を挿入すればよ

(a)の如く測定される.

" 10 
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いととが介る.とれと_I-.記の資nから牲介がとれるわけであるが，一般に誘導性の体は長くな

ってザツセブタンスの他が飽和した所では周波数の向い秤.その他がんきくなるのでI;I;J波数特性

をよくすろのIC役立つ場合が多い.そして今の場合一0.9と云う似を必要とするから， *14図

(b) I亡挙げたぷさのものより多少次円の昨~ 川いた方がよい.節目 図 (b) はJUr く して核合を

取ったときの阿波数!向性である.これによると V.S.W.R.Iζして， -100MC 迄は1.02以下，

+30MC迄は1.01以下， +6つMCi告は1.05以下となるが +lOOMCでは非常に 忠くなってい

る.とれば波長が短〈怠ると E.armをぷくした所がcut0任にならない掃であり，とれを少し

狭めるべきであった.少し狭める純度ーでは3.1.節Iて述べたり仰は失われない.fJ!:し:FJ;l.(，:の所

士30MCの要求lと353Zないし，旦 E.armを通して外部l亡i¥1iれないととも確められたからその

まま川いている.

4.組立

Magic Teeと変換時素子2っとを初介せればよいのであるが， 2つの変換出ぷ下について

同一電流でi.P:1II，!1亡数合をとったのでは%11立てたときに同一電流になるとは限らない.そとでた

ず子流担(I]A:加でん体同じ電力の所で終合をとって組立てて見る.そのとき両:x.の'ffir1Ieが予期し

た値から外れるときには，そのffiilfe(，(tで4権合を取り直すと)~#:ド仰jがとれる.その後で H-arm

Kスリ ット持政官2をつけ，その中で反射材、を動かして鉱石の1l1i1leiJ{完全に変動 しなくなるよう

に-)jを似細川被すれば完全に千iq!Iがとれたととになる.

組立完了したものの周波数日牲はFftどMagicTee向身のものと同一で， 土30MCでは V.

S.W.R.1.05以 Fである.更に-"E休の装置に取付けたときの性能は L8cm太陽雅子干受信装置1

のfyî を参1!{~ されたい.

5.結言

との変換加では 2つの鉱石をt!jl亡1，iijえなくても所要併域削l乞 I(ってよい整合がとれるととが

特徴で，現川のもので も鉱石電流は 3LOIlAと430μAと云う不平術主主値であるが， 総合114骨

折t!lば9.5dbと云 うよい似が1';1.られている. Ijl: し変換加に川いたき~itt管寸法lζ3.5mm と云 う

狭い場所があり，Jl此処IC，l'，'J白j窓を設けると云うととは1郎氏的(2j'制度がJifト低下すろと云う結

果 iとなる.と ~l ~{のととがあるので変換部令休IC対して目下 flf治討小である .

最後にとの研究l亡はÅ防行1:1干研究~イモi1の絶 λ; な詳1l5Z.raーがあったととを千11・添え ておく .

( Ag羽 26生f.6月15日)
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