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クリコンではありません
コンバーターは、すでに持って
いる受信機（トランシーバー）で
ちょっとほかのバンドをのぞいて
みたいというようなときに、とて
も便利なものです。
なにせ簡単に作れますから、コ
ンバーターは多くの人が手がけて
きています。
さて、最近ではコンバーターと
いうと大部分が局部発振が水晶発
振（したがって、周波数は固定）
のクリスタル・コンバーター（略
して、クリコンという）です。
でも、これから作るのは、その
昔、愛用された局発可変のコンバ
ーターで、第 1 図のようにコンバ
ーターのダイヤルを回して選局し
ます。
これから作るコンバーターは、
第 2 図の よ うに 144MHz 帯を
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21.000MHz に変換するものです。
これをみるとわかるように 144
～146MHz を受信するのに局発の
周波数は 123～125MHz となり、出
力の周波数はいつも 21MHz ちょ
うどになります。
この方法のよいところは、出力
の周波数が 21MHz だけですから、

この部分の同調回路が作りやすい
のです。
これがクリコンだと、出力周波
数は 21～23MHz というようなこ
とになってしまいます。21MHz 付
近の同調回路で 2MHz もの帯域幅
を確保するのは至難の技です。
でも、第 2 図のような局発可変
のコンバーターには、もっとむず
かしい問題があります。それは
123～125MHz といった高い周波
数で安定な自励発振器を作ろうと
すると、普通の LC 発振器では必
要な周波数安定度が得られないと
いったことです。
そこで、今までだとこの方式は
あきらめることになるのですが、
ここで救世主的な VFO が登場し
ます。
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PLL-41 の紹介
みなさんは、PLL という言葉を
きいたことがあるでしょう。最近
では市販の無線機に盛んに PLL が
採用されており、めずらしいもの
ではなくなっています。
一方、自作派ハムにもうれしい
ニュースがあります。ミズホ通信
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から PLL ユニットの PLL-41 が発
売されているのです。
PLL-41 は第 3 図のような構成
になっており、定格は第 1 表のと
おりです。
これをみると、PLL としては
20kHz 間隔で 40ch の合計 800kHz
をカバーしており、さらに 20kHz
の間を VXO で連続カバーするよ
うになっています。
ですから、結果としては 41.0～
41.8MHz を連続カバーする VFO
とみることができます。
PLL-41 は、本来は「TV-50」
50MHz トランスバーターと「SG-9」
9MHz SSB ジェネレーター（いず
れも、ミズホ通信製）と組み合わ
せて、第 4 図のように 50MHz 帯の
SSB トランシーバーを作るための
ものです。
これで、50.0～50.8MHz をカバ
ーするトランシーバーを作ること
ができます。
PLL-41 のチャネル切り替えは 1
回転 40 チャネルのロータリー・ス

イッチで行うようになっています。
このロータリー・スイッチは外付
けとなっており、PLL-41 に付属し
ています。
VXO はバリコンを回すように
なっており、このほうは PLL-41
の本体に内蔵されています。

コンバーターの作り方
では、第 2 図の局発に PLL-41
を使うことにして、コンバーター
を作ってみることにしましょう。
これから作るコンバーターの構
成は、第 5 図のようになります。
このコンバーターで変わってい
るのは、局発の部分の PLL-41 の
あとに、増幅と逓倍（3 逓倍）が
はいっているところです。
この 3 逓倍で PLL-41 の 41.0～
41.8MHz は 123.0～125.4MHz とな
り、これが局発となって 144.0～
146.4MHz が 21MHz ちょうどに変
換されます。
第 6 図が、コンバーターの回路
図です。FET 1 が RF 増幅、FET 2
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が混合で、このあたりはごくふつ
うの回路です。
FET3 が、局発の PLL-41 の出力
を増幅するものです。
PLL-41 の出
力は 130mV ですから、このままで
は逓倍が能率よく行えません。
FET3 で軽く増幅してやると、逓倍
の 2SC1923 を十分にドライブでき
ます。
局発は、L5 のところで 123.0～
125.4MHz になりますが、この局
発出力を外に取り出せるようにな
っています。これは、L5 の調整や
周波数のチェックのときに役に立
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つだけでなく、トランスバーター
を作るときの送信部の局発に利用
できます。
電源回路をみると、3 端子レギ
ュレーター（78M06）を通じて 6V
が得られるようになっています。
これは、
PLL-41 に電源を供給する
ためのものです。
では、第 6 図の部分をプリント
板の上に作ることにして、部品を
集めましょう。第 2 表が使用部品
の一覧表です。
部品がそろったら、プリント板
を加工しましょう。第 7 図に、プ

リント板のプリン
ト・パターンを示
します。
プリント板の加
工が済んだら、部
品を取り付けて組
み立てます。
では、コンバー
ターを働かせてみ
る 前 に 、 PLL-41
の準備をしておき
ましょう。
準備は PLL-41
の取扱説明書にし
たがってやります
が、具体的には専
用プリント板にロ
ータリー・スイッ
チを取り付け、本
体との間を配線し
ます。
では、コンバーターのプリント
板の VCC2（局発部分）に 12V を加
え、トランジスタ（2SC1923）の
エミッタ電圧を、テスター（DC
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2.5V レンジ）で測れるようにして
おきます。まだ、トランジスタの
エミッタ電圧はゼロでしょう。
OK でしたら、PLL-41 の出力を
コンバーターの LO-IN に 1.5D-2V
の同軸ケーブルで加えてみます。
するとトランジスタにコレクタ電
流が流れ、エミッタに 0.5V くらい
の電圧が出るはずです。
これで、2SC1923 にはコレクタ

電流が 5mA ほど流れたことにな
り、逓倍が能率よく行われます。
では、全体を木台（150×150×
15 ㎜）にパネル板（前面パネルが
90×150 ㎜、後面パネルが 60×150
㎜）をたてたシャシの上に組み立
ててみましょう。
PLL-41 の本体は写真を見れば
分かるように、大型の L 型金具を
3 個使って木台に取り付けます。

また、バリコンのシャフトはとて
も短いので、シャフト・カップリ
ングを使って延長します。
なお、本器では PLL-41 の出力
を 3 逓倍しているので、VXO のバ
リコンは直結では調整しにくいの
ではないかと思い、バーニヤ機構
を入れようかと思ったのですが、
実際にやってみたら直結で OK で
した。
パネル面には周波数目盛りは入
れませんでしたが、もし目盛りを
入れるのなら PLL-41 の取扱説明
書に示された値を 3 倍して目盛り
ます。
ついでに、ロータリー・スイッ
チにつける目盛板のほうも、数字
を 3 倍したものに入れかえておけ
ば完壁で、あとで周波数が直接読
めるようになります。
それから、PLL-41 のロータリ
ー・スイッチは、写真のようにサ
ブ・パネルを使って取り付けると
うまくいきます。
第 8 図は、コンバーターの全体
のつなぎ方を示したものです。な
お、PLL-41 には RIT 回路が取り付
けられるようになっていますが、
コンバーターでは特に必要がない
ので使っていません。

働かせてみよう
コンバーターの組み立てが終わ
ったら、働かせてみる前に PLL-41
と局発の部分の調整をしておきま
しょう。
まず、PLL-41 の取扱説明書にし
たがって、VXO の周波数範囲を調
整します。
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次に、もしバルボルがあったら
RF プローブをつけ、局発の注入電
圧を測りながら L5 を調整します。
注入電圧は、0.8～1V になってい
れば OK です。
もしバルボルがなかったら、
LO-O のところに第 9 図のように
テスターによる RF 電圧計をつな
ぎ、L5 を調整します。
では、HF トランシーバーを親
受信機にして、さっそくコンバー
ターを働かせてみましょう。私は
TS-820 につないでみましたが、
HF トランシーバーならどれでも
OK で、周波数は 21.000MHz に固
定します。
144MHz 帯の受信周波数は、第 8
図に示したチャネル切り替えと
VXO の二つのツマミで読みとれ
ます。周波数の読み方は PLL-41
の取扱説明書に書いてありますが、
本器の場合には PLL-41 の出力を
3 逓倍していますから、すべて 3
倍して周波数を読まなければなり
ません。
もちろん、ダイヤル目盛りをす
べて 3 倍して目盛っておけば、そ
のまま周波数が読めます。
うまく聞こえるようになったら
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L1～L4 を調整して完成となります。
さて、受信してみた結果は、親
受信機がしっかりしていますし、
局発の安定度も十分ですから、性
能は抜群です。
7 エレシングルの八木アンテナ
をつなぎ、千葉県松戸市で受信し

てみましたが、JA2 や JA3 の局が
よく聞こえてきましたし、7 月 19
日の日曜日には JR6VAJ など沖縄
の局も聞こえていました。
*
みなさんも、クリコンにはない
あじわいを楽しみませんか。
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