
宇宙からの電波を聞く

日本でもアマチュア衛星 JAS-1

の打ち上げが決まり、先日は待望

のフェーズⅢ衛星オスカー10 号

が打ち上がって、日頃衛星通信に

あまり興味のない方も関心を持ち

始めているのではないでしょうか。

オスカー10 号の詳しいことは

本誌の JA1ANG米田 OMの衛星情

報を見ていただくとして、ここで

は HF のリグでオスカー10 号の電

波を聞く方法を考えてみましょう。

オスカー10 号の電波は、144

MHz用のSSBのリグがあれば受信

できますが、ここでは HF のリグ

しか持っていない方のために、第

1 図のようにして使うクリスタ

ル・コンバーター（略して、クリ

コン）を作ってみることにします。

クリコンの出力周波数は、

28MHz 帯にします。以前は HF リ

グの 28MHz 帯というのは他のバ

ンドに比べて感度が悪いといわれ

ていて、クリコンの親受信機とす

るときには 14MHz 帯が使われた

ことがありましたが、今のリグは

そんな心配はまったくありません。

それよりも、28MHz 帯を使うと

144MHz 帯の 2MHz 幅が全部カバ

ーできるということと、イメー

ジ・レシオを少しでも大きくでき

るということを考えれば、このや

り方がいいといえるでしょう。

ところで、いわゆる 2 m 用のク

リコンということで考えると、ピ

ンはトランジスタ 2 石ほどの簡単

なものから、キリはプロ並みの本

格的なものまで、いろいろ考えら

れます。

そして、作りやすさでいえば、

ピンのほうはジュニアの方でも作

れますし、キリのほうは当然のこ

とながら作るのがむずかしくなり

ます。

一方、宇宙からの電波を受ける

クリコンとなると、ピンのもので

はちょっと心もとない感じも受け
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ます。そこで、少しそれらしい作

り方をしてみようと思うのですが、

それにもやはり二つのグレードの

ものが考えられます。

これをごくわかりやすくいえば、

従来どおりにプリント板の上に既

製のコイルを使って作るか、コイ

製のコイルを使って作るか、コイ

ルをエナメル線で巻いてエア・バ

リコンと組み合わせる（…となる

とシールドのつごうで、どうして

も立体的な構造が要求される）よ

うな作りにするか、ということに

なります。

  性能的にはもちろん後者のほう

が優秀で、これに比べれば前者の

ほうは劣ります。

このページはジュニア製作教室

なので、今回は作りやすさを優先

して前者の方法でやりますが、こ

のつぎには後者の方法でジュニア

の方でも作れるものをやってみた

いと思っています。

クリコンの作り方

では、ふつうに手にはいる FET

やトランジスタを使い、プリント

板の上に市販のコイルを使って、

クリコンを作ってみましょう。

第 2図が、製作するクリコンの

構成です。ご覧のように、RF 増幅

が 2 段も付いています。この RF

増幅を発振しないように、安定に

動作させることができるかどうか

が、成功のカギになります。

つぎに局発ですが、2 m のクリ

コンの局発といえば、今までは水

晶発振と逓倍を別々にやるのが普

通でしたが、ここでは一つのトラ

ンジスタですませる方法でやって

みることにします。

では、回路図を紹介することに

しましょう。第 3 図がそれで、RF

増幅と混合には 3SK60を使います。

第 3図をみるとわかるように、

144MHz の同調回路が L1 から L5

まで 5 個もはいっています。L2 と

L3、L4 と L5 は別々なコイルで、こ

れらの同調回路は 0.5pF のコンデ

ンサーで結合しています。

FET3の 3SK60 が、混合です。局

部発振は G2に注入しますが、注入

電圧は 1V ほどが必要です。

局発は、トランジスタでやりま

す。水晶発振子は 38.666
．
MHz で、

L7と 30pF で 35MHz付近に共振さ

せて、まず 38.666
．
MHz を発振させ

ます。そして、L8と12pFで 116MHz

に共振させ、3 倍の 116MHz を取

り出します。

第 3図をみると、RFC がちょっ

と変わった形ではいっています。

これは、プリント・パターンの作

成上こうなっただけで、特に意味

はありません。

このクリコンには、電源回路を

内蔵させてあります。これは、親

機となる HF のリグから電源をも

らえるかどうかわかりませんし、

別に電源を用意するのはやっかい

だと考えたからです。

では、第 3図に示したものをプ

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表が、プリント板の組み立

クリコンの作り方
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てに必要な部品の一覧です。

水晶発振子を注文するときには、

必ず発振回路を指定して（回路図

を添付するのが確実）作ってもら

うようにします。

セラミック・コンデンサーの

0.5pF は、もし手にはいらなけれ

ば 1pF を 4 個用意し、2 個を直列

につないでやります。

部品が揃ったら、プリント板を

作りましょう。

第 4図が、プリント板のプリン

ト・パターンです。パターンを描

くときには、少しでもアースの面

積を広くなるように、不要なとこ

ろはみんなアースにしてしまって

ください。

第 4図のプリント・パターンを

みると、二つの RF 増幅段の入力

側と出力側がアースによって、完

全に分離されているのがわかるで

しょう。

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。

このとき、コイルの取り付け用の

ピンもきちんとプリント板にハン

ダ付けするようにしてください。
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特に、L8では、これをきちんと守

らねばなりません。

プリント板の組み立てが終わっ

たら、ケースに納める前に動作の

確認をしておきましょう。なお、

電源は実験用電源から DC15～

16V を E 側にマイナス、～側にプ

ラスの電圧を供給します。

動作の確認が必要なのは、局発

のところです。周波数カウンター

があったら、CP1 につないで

38.666
．
MHz を発振していることを

確認します。

次に、FET3 の G2 で局発の注入

電圧を RF 電圧計で測り、これが

最大になるように L8 を調整しま

す。これで、注入電圧が 1V くら

いになれば OK です。もし注入電

圧が大きく違うようなら、結合コ

ンデンサー（3pF になっている）

で加減します。

うまくいったら周波数カウンタ

ーを CP2 に移し、116.000MHz に

なっていることを確認します。も

し狂っているようなら、L7で補正

します。なお、実際にやってみる

と、L8を調整しても局発周波数が

かなり変わるようです。

もし RF 電圧計（電子テスター

に RF プローブを付けたものでよ

い）がない場合には、FET3のソー

ス電圧をテスターで測りながら、

L8を調整します。局発の電圧が注

入されるとソース電圧がわずかに

上がりますから、これが最高にな

るように L8 を調整します。

プリント板の動作の確認が終わ

ったら、ケースの中に納めておき

ましょう。

第 5図が、クリコンをケースに

納めるときの全体のつなぎ方です。

まず、プリント板には用意して

ない DX と LOCAL 切り替え用の

スイッチ S1があります。

これは、本器を実際に使ってみ

たら、都会地では混変調による混

信に悩まされましたので、そのよ

うなときのために、2 段目の RF

増幅のゲインを下げるスイッチを

付加してあります。

ゲインを下げる方法は、手っと

り早いところで FET1 や FET2 の

G2の電圧を下げる（実際にはゼロ
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にする）やり方をとりました。

パイロット・ランプ用の LED は、

交流電源で直接光らせる方法をと

っています。なお、交流で光らせ

る場合には、逆方向電圧を吸収す

るダイオード（D）を必ず並列に

入れなければなりません。

では、ケース入れに必要な部品

を集めましょう。第 2 表が、ケー

ス入れに必要な部品の一覧です。

電源トランスは、AC12V の得ら

れるものであればなんでもかまい

ません。ここで使った HTW601 は

6V の巻線を二つ持ったもので、こ

れを直列につないで 12Vにして使

っています。

LED に並列に付けるダイオー

ドは、スイッチング用のシリコン

ダイオードなら何でも OK です。

クリコンの組み立てが終わった

ら、HF のリグにつないで働かし

てみましょう。

クリコンと HF のリグを M 型コ

ネクターのついた同軸ケーブルで

結び、クリコンに 144MHz 用のア

ンテナを付けると、144MHz 帯の

電波が聞こえてきたでしょう。う

まくいったら何か電波を受信しな

がら L1～L6を調整しますが、これ

らはかなりブロードです。

実際に受信してみると、アンテ

ナを東京のほうに向けると、ポケ

ットベルなどからの混変調妨害を

かなり受けるのですが、144MHz

帯用のアンテナ水晶フィルターを

入れたらすっきりしました。

それから、どうも内部雑音が多

いというときには、FET1 や FET2

のソースをアースに落とすとよい

こともありました。

これで、クリコンの完成です。

本誌の衛星情報をよく見て、オス

カー10 号の電波をさっそく受信

してみてください。

口
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