
144MHz 用リニアアンプの製作

先月号で紹介した、スルー回路

を工夫した 144MHz 帯用の送受信

切り替えと、受信用のプリアンプ

はいかがでしたか。

スルー回路に T型カップラーを

応用して、途中でのロスを減らす

工夫は、それまで送信用のブース

ターを作ったときに体験していた

ことが生きたものでした。ちょっ

とした現象も、忘れずに頭の中に

しまっておくと、いつかは役に立

つこともあるものです。

さて、今月は先月号の第 2 図に

示した送信用アンプのところを作

り、ケースのあいているスペース

に納めて 144MHz 用送受信アンプ

144MHz 用リニアアンプの製作
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を完成させてみることにしたいと

思います。

なお、送信用アンプは、先月号

でお約束したようにリニアアンプ

としてみることにします。リニア

アンプにしておけば、 SSB/CW/

FM の、すべてのモードで使えま

す。

ところで、このページでも今ま

でに何度か VHF の送信用アンプ

を紹介してきました。例えば、

50MHzのリニアアンプは1981年6

月号と 1982 年 12 月号、また

144MHz は FM 用だけですが、1981

年 8 月号で紹介しました。

これから作る 144MHz の送信用

アンプは、過去に製作したこれら

のセットを参考にすると、うまく

作れます。具体的には、入力結合

回路と出力結合回路、それにトラ

ンジスタの放熱設計は 1981 年 8

月号のデータが、またバイアス回

路の設計については1981年6月号

と、それに 1982 年 12 月号のデー

タがそのまま使えます。

第 1 図が、これから製作する

144MHz のリニアアンプの回路で

す。リニアアンプの製作にあたっ

ては、トランジスタの選定が重要

になります。ここでは、150MHz

帯の直線増幅器用となっている三

菱の2SC2094を使うことにしまし

た。外観は FM 用のブースター・

ア ン プ を 作 る と き に 使 っ た

2SC1729 と同じですが、2SC2094

はリニアアンプ用です。

トランジスタが決まったところ

で、入・出力回路の設定や放熱設

計をするわけですが、これは前も

お話ししたように、1981 年 8 月号

で設計ずみですので、その結果だ

けを第 2図と第 3図に示しておき

ます。

つぎに、バイアス電流は、電源

電圧が少しくらい変わってもかま

わないように、3 端子レギュレー

ターによる定電圧回路を通して供

給するようにしました。こうして

お け ば 、 電 源 電 圧 （ VCC) が

13.8V±10%ぐらいで変わっても、

トランジスタのアイドリング電流

はほとんど変わりません。

  バイアスの安定化は、D1 のバリ

スター・ダイオードをトランジス

タに熱結合して行います。こうす

ることにより、スイッチ・オンし

て動作を開始したとき、トランジ

スタの温度が上昇するにつれてア

イドリング電流が増加するという

現象がぴたりと止まります。

本器はリニアアンプですので、

SSB のときにオーバー・ドライブ

にならないように、出力を監視す

る方法が必要になります。そこで、

Tr2 によって LED を光らせ、SSB

の場合のピーク検出と FM の場合

の出力表示をさせることにしまし

た。

では、第 1 図に示した回路をそ

っくり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 1 表が、プリント板の組み立

てに必要な部品の一覧です。

フェライト・ビーズは、FB-101

のほうが RFC1、FB-801 のほうが

RFC2用です。

セラミック・コンデンサーの

0.001μF は 2 個使いますが、その

うちの 1 個は耐電圧 500V の大き
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なものを用意しておきましょう。

出力結合回路に使うセラミック

トリマーは、CV01 タイプが小型

で使いやすいのですが、もしどう

しても入手できないときは、これ

以外の大きなものでも OK です。

半固定抵抗器は 2 個使いますが、

VR1 のほうは 50～60mA の電流が

流れますので、ちょっと大型の

0.5W タイプのものを選んでおき

ましょう。

放熱器は、大きさが 50×50×20

㎜というものです。その他の欄の

ビス・ナットは、放熱器をプリン

ト板に固定したり、トランジスタ

（Tr1) を放熱器に取り付けるた

めのものです。

  部品がそろったらプリント板の

上に組み立てますが、そのやり方

は、FM 用のブースターのときと

同じように、大部分の部品はプリ

ント板の銅箔面に取り付けます。

第 4 図が、プリント板のプリン

ト・パターンです。ご覧のように、

部品を銅箔面につけるところにつ

いては、プリント板にリード線用

の穴をあける必要はありません。

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しょ

う。このとき、L1 と L2、それに

RFC1と RFC2は第 5 図のように作

ります。コイルや RFC、その他の

部品の取り付け方は、写真 1 をよ

く見てください。

なお、出力表示用の LED の動

February 1984                                                                                 373



作開始点を調整する VR2 は、プリ

ント板の表側（銅箔面でないほう）

に取り付けることもできるのです

が、組み立てを終わってからの調

整が楽なように、写真のように銅

箔面に取り付けました。

  プリント板の組み立てが終わっ

たら、ケースの中に組み込む前に

働かしてみることにしましょう。

まず、第 6 図のように IN に

144MHz のトランシーバー、OUT

に高周波電力計をつなぎます。

つぎに、VR1 を抵抗値最大の位

置にして、M1 と M2 のメーターを

通して、電源を供給してみます。

すると、M1だけがいくらか指針が

振れましたね。

  では、VR1を回してみましょう。

すると、M1 が振れるとともに M2

の指針も振れてきましたね。これ

で、アイドリング電流を 80～100

mA に設定したときに VCC2に流れ

る電流が 50mA 前後になっていれ

ば OK です。

アイドリング電流の調整が終わ

ったら、トランシーバーから 1.5

～2W の電力を供給してみましょ

う。VC1～VC4 を調整したときに

11～12W の出力が出て、M2 の電流

計が 1.7～1.8A を示していれば、

まずは成功です。

144MHz のリニアアンプのプリ

ント板が完成したら、先月号で用

意したケースの中に組み込むこと

組み込みと手直し
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にしましょう。

まず、プリント板の固定は、FM

ブースターのときと同じように

3×60 のビス 2 本と 3mm のナット

2 個、平ワッシャー2 個を使って、

放熱器をいきなりケースに取り付

けるやり方で行います。

入力と出力の配線は、先月作っ

たプリント板で TX IN と TX OUT

をかりにつないだ同軸ケーブル

（1.5D-2V）をはずし、この間に

リニアアンプをつなぎます。

そのほか、電源関係（VCC1とVCC2

は、いっしょにしてしまって OK）

と LED の配線をすませれば、ケー

スの組み込みは終わりです。

なお、VCC1 のほうは 2A 近くの

電流が流れますから、太いビニー

ル線で配線しなければなりません。

もちろん、マイナス側の配線も同

じです。

全体の組み立てを終わったとこ

ろで、TRX の端子に 144MHz のト

ランシーバーをつなぎ、ANT 端子

に高周波電力計をつないで、さっ

そく働かしてみました。

ところが、送信してみると、リ

ニアアンプだけのときには 11～

12W の出力が出ていたのに、今度

は 8W くらいしか出てこないので

す。そこで、ケースの中を眺める

ことしばし…。送信用の T 型カッ

プラー（LHと TC）の 11pF のエア

ー・トリマーの羽根が半分以上抜

けているのに気が付きました。

ここの T 型カップラーは QL≒5

として、C は 8.8pF が設計値でし

たが、この様子では C が 3～4pF

となっており、QLがかなり大きく

なっていそうです。QLが大きくな

るということは、スプリアスを抑

圧するという点ではいいのですが、

ここでの電力損失が多くなってし

まいます。

ちなみに、C が 3～4pF という

ことは、QLが 10 くらいになって

いるということで、これだと電力

損失は 20%くらいになってしまう

恐れもあります。

このようになった原因は、LH以

外のところのインダクタンスが予

想より多かったということなので、

12 回巻いてあった LH を、7 回まで

減らしてみました。これで、写真

2 でご覧のように、今度は半分以

上トリマーの羽根がはいり、QL

は予定の 5 くらいになったはずで

す。そこで送信してみたら、みご

とに出力は 10W まで増えました。

そのようなわけですので、先月

号で紹介した LH の巻き数を、12

回から 7 回に手直ししてください。

うまく 10W 以上の出力が出る

ようになったら、最大出力を出し

た状態で出力表示用の LED がち

ょうど光るように、VR2 を調整し

ます。これで、SSB のときには LED

が音声のピークでたまに光るくら

いで運用すれば、オーバー・ドラ

イブになることはありません。

  なお、私が使用した 144MHz の

ポータブル・トランシーバーは、

出力 2.5W の FT-290 です。

  本器はこのトランシーバーで直

接ドライブして、ちょうどいいは

ずですが、もしオーバー・ドライ

ブになったり、あるいはもっと出

力の大きな SSBトランシーバーで

ドライブするときには、拙著「ハ

ムのトランジスタ活用」（CQ 出版

社刊）の p.213～214 で解説したよ

うに、アッテネーターを入れねば

なりません。

*

これで、144MHz 用送受信アン

プの完成です。

今回のスルー回路の工夫は

144MHz では有効だったのですが、

岡田さんのご希望の 70cm では、

今までの体験からいって、ちょっ

とむずかしいようにも思います。

でも、今回の工夫を生かす方法も

あるようにも思いますので、機会

があれば挑戦してみたいと思って

います。                     □
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