
今年にはいってから、このペー

ジでやってほしいという要望や提

案を何人かの方からいただきまし

た。かねてから私も考えていたも

の、なるほどといった面白いもの、

むずかしそうなものなどいろいろ

ですが、今月はその中の一つを実

現してみることにしました。

JA3PYH 岡田さんからいただい

たお便りには、「IC-3N に使用する

パワー・アンプおよびプリアンプ

を作っておりましたが、入出力の

切り替えで困ってしまいました」

ということで、第 1 図のような構

成がついていました。これだとス

ルーのときに、リレーの接点を 4

回も通ってしまうわけで、何かい

い方法はないでしょうか、という

ことでした。

私もかねてから、受信用プリア

ンプを送信用アンプの両方を持っ

たアンプの切り替え方法には興味

を持っていたので、早速取り組ん

でみることにしました。

岡田さんは 430MHz でやろうと

なさっているのですが、ここはま

ずやりやすいところでやってみよ

うということで、2m で実験してみ

ることにしました。

まず基本的なこととして、第 1

図の構成だとスルーと送信のとき

に接点を 4 回通り、受信のときに

は 2 回となります。

ここで、もし四つのスイッチに

みんな同軸リレーが使えればいい

のですが、同軸リレーは高価です

から、特に 2m では安価な普通の

リレーですませたいところです。

ご要望の中から…

まず、2m で実験
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そのようなわけで、ここでは第

2 図のようにスルーのときには接

点を 2 回、そしてアンプのはいる

受信と送信の切り替えのときに接

点を 4 回通るようにすることにし

ました。このやり方だと、うまく

すればリレーが 2 個ですみますし、

リレーの動作もすっきりします。

基本方針が決まったところで、

リレーでスルー回路を作ったとき

にどれくらい損失があるかを調べ

るために、第 3 図のような実験を

してみました。

実験に使ったリレーは写真 1 の

ようなもので、左からオムロンの

G4D、G2R、そして右端が高周波

リレーの G4Y です。 G4Y は

900MHz でも使えて価格も 600 円

くらいと安価なものですが、パワ

ーが 1W までしか扱えないので、

残念ながら写真でお見せするだけ

にしました。

G4D と G2R は、第 4 図のような

構造を持ったものです。今までの

経験からいえば（b）の G2R のほ

うが高周波には向いています。接

点容量は、いずれも 3～5A ありま

す。

では、第 3 図を検討してみるこ

とにしましょう。（a）はもとの値

で、（b）がリレーでスルー回路を

作ったときです。G4D はコイルを

アースすると出力が増えましたが、

やはり 2 割ほど損失が生じてしま

います。

ここでアイデアをめぐらすこと

しばし、 かつて本誌 1981 年 8 月

号で 2m 10W FM ブースターを作

ったときに、切り替えに使った安

価なパワー・リレーに T 型カップ
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ラーを組み合わせたらうまくいっ

たのを思い出しました。そこで、

第 3 図（c）のようにスルー回路に

T 型カップラーを入れてみました。

この考え方は、第 5 図のとおり

です。この場合にはマッチングが

目的ですから、QLを 2 くらいに選

んでやってみましたが、第 3 図（c）

に示したようにみごとにうまくい

きました。

では、第 2 図のスルー回路に T

型カップラーを入れ、2m 用パワ

ー・アンプを作ってみることにし

ましょう。なお、第 2 図のところ

を全部ひとまとめに作るのはたい

へんなので、送信用アンプを外に

出して、今月は受信用プリアンプ

と切り替え回路を作ってみること

にします。

第 6 図が、製作する受信用プリ

アンプと切り替え回路です。T 型

カップラーは 3 回使いますが、①

がスルー回路用です。①と②は第

5 図のようなインピーダンス・マ

ッチングの働きを期待するもので、

送信時に取り扱う電力は、親機と

なるトランシーバーの 1～3W と

いったものです。

③の T 型カップラーは、送信ア

ンプを使って送信するときのスプ

リアス抑圧用のものです。したが

って、QLも 5～10 に選ばなくては

なりませんし、扱う電力も 10W で

すからそのつもりでやらねばなり

ません。

  パワー・アンプを作るときに必

要なのが、送受信の切り替えです。

2m の親機としては、FM では

IC-2N など、また SSB では FT-290

があります。これらをみると、い

ずれも送信時にアンテナ端子に＋

の電圧が出るようになっているの

で、第 6 図ではこの電圧によって

送受信の切り替えをするようにし

てあります。

受信用のプリアンプは、FET を

使ったごく標準的なものです。

さて、第 6 図の中で検討しなけ

ればならないのは、三つの T 型カ

ップラーです。T 型カップラーの

設計方法は「ハムのトランジスタ

活用」の p.158 に紹介してありま

すが、f=145MHz として QLを 1 か

ら 5 までで L、C、E の値を計算し

てみると、第 1 表のようになりま

す。

まず、T 型カップラー①と②の

二つは QLが結果的に 2～3 に納ま

るようにすることにして、LL は

0.1μH に選びました。また、③の

受信用プリアンプと

     切り替え回路
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ほうは、QLを 5～10 として LH は

0.275μH に選びました。

ところでこの LLと LHですが、

二つのコイルが結合してはいけま

せんし、何個も使うので小型にこ

したことはないので、トロイダ

ル・コアに巻くことにしました。

  第 1 表をみると、T 型カップラ

ーのコンデンサーにかかる電圧は

①と②のほうが 30～50V、③のほ

うは 100V 以上になります。した

がって、TC1 と TC2 は小型のセラ

ミッ・ク・トリマーで OK ですが、

TC3 については大型のセラミック

かエア・トリセーを使わねばなり

ません。

  写真 2 に、トロイダル・コアに

巻いたコイルと、使用したトリマ

ー・コンデンサーを示しておきま

す。

  では、第 6 図に示した部分をプ

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 表に必

要な部品を示しておきます。

リレーの G2R には、1 回路しか

持たない G2R-117P-V というのも

あります。ここでは、2 回路の

217P-V のほうが必要です。

コンデンサーの中で、11pF のエ

ア・トリマーは、本誌広告欄にあ

る斉藤電気商会で求めたものです。

このエア・トリマーはローターと

ステーターが 2 本ずつ別のピンに

出ており、このあとでプリント・

パターンを作るときにとても都合

がよくなっています。

第 7 図が、プリント板のプリン

ト・パターンです。プリント・パ

ターンを作るとき、第 5 図に示し

たような関係をうまく維持するに

は、第 6 図の回路の入力側と出力

側の対称性をくずさないようにし

なければなりません。それには第

6 図をそのままパターンに移すの
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がよく、第 7 図はそのようになっ

ています。

プリント板の組み立てを終わっ

たら、ケースに入れてみることに

しましょう。

第 8 図が、ケースに入れるとき

の全体のつなぎ方です。今月はま

だ送信用アンプがありませんから、

とりあえず同軸ケーブルでつない

でスルーにしておきます。

なお、来月は送信用アンプとし

て、まだこのページではやってい

ない 144MHz のリニアアンプを作

って全体をまとめてみたいと思っ

ています。

では、部品を集めましょう。第

3 表が、ケース入れに必要な部品

の一覧です。

写真をみると、前面パネルには

LEDが二つ付くようになっていま

す。今月使う緑の LED は右側のも

ので左側は来月、送信用アンプが

できたところで、出力表示に使う

予定です。

全体の組み立てを終わったら、

12～13.8V を加えて、スイッチを

ON にしてみます。このとき Ry1

がパチンと働くはずです。

では、スイッチを OFF にし、

TRX に親機となるトランシーバ

ーを、また ANT に高周波電力計を

つないで、T 型カップラーの①を

調整しましょう。

トランシーバーを送信にして

TC1 を回すと、ぐんとパワーが出

てきたでしょう。TC1 は、パワー

がもっとも大きくなるように調整

します。

ここで、スルー回路の成績を調

べてみました。

まず、トランシーバーと高周波

電力計を直結してみると、出力は

1.5W ほどです。しかし本器を通す

と、T 型カップラーをいくら調整

しても 1.2W ほどになってしまい

ます。そこで、物は試しとプリン

ト板の銅箔を切って T型カップラ

ーをはずし、第 2 図のように直結

してみたら、なんと出力は 0.5W

くらいになってしまいました。や

はり、T 型カップラーの採用は成

功でした。

では、本器のスイッチを ON に

してみましょう。これで送信にし

て T 型カップラーの②と③を TC2

と TC3 で調整します。このほうは

スルーにはなっていますが、出力

は 0.8W くらいになってしまいま

した。でも、ここは送信用アンプ

がつながるところですから、気に

しないことにします。

これで、受信にすると受信用プ

リアンプが働きます。受信用プリ

アンプの動作は、きわめて安定で

した。

来月は、ケースのあいている部

分に送信用アンプを組み込んで全

体を完成させることにしたいと思

っています。        □

調整と成績
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