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先月、サイレントシステムの岡田さんと飲んでいる時、インドで $60 ぐらいの SSB トランシーバーを販売していると
いうことを聞きました。 帰ってから調べてみると、BITX40 というトランシーバーで、4.5インチ角の基板サイズにひ
ととおりの機能を入れているようです。 回路を⾒るとごくシンプルです（が性能は良くなさそうです）。

実は、以前から安価に性能の良い SSB トランシー
バーを作れないかと、いろいろアイデアを温めてき
たのですが、BITX40 に触発され実際に作ることに
しました。
アナログ回路では性能の良いものを安価に作るのは
不可能だし、フルデジタルだと性能はよいのですが、
高速 ADC／高速DAC／FPGA を使うのでどうして
も高価になってしまいます（Sharing #73 に FPGA 

でSSB変調する記事を書きました）。
そこでデジタルの性能の良いところを⽣かしながら
アナログ回路と組み合わせて安価に作るというコン
セプトで作ってみました。

今回の SSB SDR トランシーバーは、かなりの部分
を前回の Sharing #90 で紹介した「デジタル変復調
SDR トランシーバー」から移植して作りましたので、
ハードウェア構成、ソフトウェア構成ともによく似
ています（右写真を⾒るとそっくりです）。

アナログ回路部分は、ダブルコンバージョンになっ
ていて、25MHz の IF1 で Xtal Filter を使います。
IF2 は 12kHz でオーディオ ADC（fs=48kHz）で入
出⼒します。

今回の回路の肝は、Xtal Filter の周波数です。 普
通は狭帯域にするためにもっと低い周波数にします
が、あえて 25MHz と高い周波数にしています。
デジタル・アナログ混合方式での SSB 信号⽣成で
は、逆サイドバンド抑圧やキャリア抑圧はデジタル
信号処理なので全く問題にならないまで落とせます
が、オーディオ（ここまではデジタル）から高周波
に周波数変換（アナログ回路）したときのイメージ
信号をどう落とすかが問題になります。

右図はXtal Filter のシミュレーション結果ですが、
25MHz の水晶は fp-fs が 30kHz と広く、fp は水晶に
パラにコンデンサを追加することで低い周波数にず
らすことができるので、センターから 24kHz 上に発
⽣するイメージ信号をちょうどヌル点にもっていけ
そうです。
後述するように Xtal Filter の周波数特性を簡単に測
定できますので十分なイメージ抑圧比が取れていな
いときにはコンデンサを付けて調整することができ
ます。
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下図は、試作した SSB SDR トランシーバーのブロック図です。

受信信号は、BPF を通った後、Bi-directional amp 

で増幅し、DBM1 で IF 周波数(25MHz) に周波数
変換します。 その後 Xtal Filter（CF:25MHz 

BW:6kHz）を通り DBM2 でオーディオ周波数
（CF:12kHz）にに落とし、TLV320AIC3204 で
A/D します。 これ以降は STM32F405 マイコン
でのデジタル信号処理（次ページブロック図）に
なります。

送信は、マイク端子から入った信号を
TLV320AIC3204 で A/D し STM32F405 マイコン
でデジタル信号処理したのち、TLV320AIC3204 

で D/A します。 D/Aした信号（12kHz キャリ
ア）を DBM2 で周波数変換して IF 周波数
(25MHz) にし Xtal Filter をとおします。 その後
DBM1 で再度周波数変換し目的周波数にしたあと
Bi-directional amp で増幅し BPF を通って出⼒し
ます。

このようにほとんどの回路を受信と送信で共⽤し
ています。 以前の検討では IF アンプはアナロ
グスイッチで送受信で切り替えようと思っていた
のですが、BITX40 で Bi-directional amp を使って
いたのを真似し簡略化しました（が、ゲインが
ちょっと足りないです）。
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ローカル発振 PLL は Si5351 です（Sharing #69 に Si5351 の制御方法の記事を書きました）。 3 出⼒のうち ch0 

を LO1 に、ch1 を LO2 に、ch3 を test SG （周波数特性測定⽤）に使っています。 VCO が 2 個しかないので、
ch0, ch1 にはそれぞれ別の VCO を割り当てスプリアス特性のよい整数分周モードで動かし、ch2 は ch1 の VCO を
分数分周モードで動かしています。



イメージ抑圧比（左軸）

周波数特性（右軸）

ヒルベルトフィルター特性受信では、アナログ回路で12kHz になった信号
を A/D し、周波数変換してゼロ周波数にします。
次に、fs=12kHz にサンプリング周波数を変換し、
ヒルベルトフィルターで片サイドバンド成分だ
けにします。 信号を fs=48kHz に上げたあと
LPF をとおして DA し PHONE出⼒になります。

送信は受信の逆のプロセスです。 MIC からの
信号を A/D し、fs=12kHz にサンプリング周波
数を下げたあとヒルベルトフィルターで正の周
波数成分だけにします（つまり USB）。
fs=48kHz に上げ LPF をとおしたあと周波数変
換して 12kHz キャリアの信号にして D/A し、
アナログ回路（DBM2）に入いります。

このようにサンプリング周波数を一度低くして
いるのは特性のよいヒルベルトフィルタを使い
たいからです。 右上図は、ヒルベルトフィル
タの特性シミュレーションで、サイドバンド抑
圧比は -80dB です。

右下図は実際に出⼒された 7MHz LSB 信号です。
MIC の替わりに上記ブロック図にあるテスト
オーディオ信号を 200Hz から 3kHz まで 200Hz 

ステップで入⼒しました。

周波数が低いところで逆サイドバンド抑圧が悪
くなっていますが、downsampling, upsampling 

を FIR LPF だけにしているためかと思っていま
す。

LSB 信号出⼒

マイコン(STM32F405) でのデジタル信号処理のブロック図です。
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デジタルで信号処理をしているのですから、ちょっ
と面白い機能をいくつかつけました。

右図は、送信信号をループバック受信しているとこ
ろです。
MIC をつないで LSB で送信している時に
TLV320AIC3204 からは12kHz キャリアの LSB 信
号が DA 出⼒されますが、それを TLV320AIC3204 

で AD 入⼒し、受信時と同じように信号処理して表
示しています。

これを⾒ることで、送信のデジタル信号信号処理が
うまく動いているかどうかの確認ができます。

ここでは MIC 入⼒になっていますので、MIC の前
でしゃべればそのスペクトラムが LSB になって表
示されます。

テストモードにすると、MIC の替わりに DDS で
作ったテストオーディオ信号が入⼒され、同様にス
ペクトラムを⾒ることができます。

他にも、使っているアナログフィルターの特性を
表示できるような機能を追加してみました。

右図が入⼒部に入っている 7MHz BPF の周波数特
性、その下が IF の 25MHz Xtal Filter の周波数特性
です。

センター周波数やスパン、Ref レベルや dB/div を
変えることができます。 またカーソルの片方は
Δ表示になっていますので簡単に -3dB ポイントを
探したりできます。

このように特性を直接測ることができるので、他
の測定器をつながなくてもよいばかりではなく、
実際の動作状態での測定なのでインピーダンス
マッチングがどうとか気にする必要がありません。

ビルトイン測定器なのでフィルターの調整も簡単
にできます。

また、回路が壊れたときにもテスト信号を注入し
て、オシロスコープで追っていけば不良個所を⾒
つけることができます。

■■■まとめ■■■

スプリアス特性などアナログでは達成できないレ
ベルにできました。 さらにデジタルならでは追
加機能もあり、面白いものができたと思います。

入⼒ BPF の周波数特性

マイク入⼒、LSB 送信をループバックして表示

Xtal Filter の周波数特性


