
何をするにしても必ず必要にな

るもの、それが電源です。ですか

ら、電源はいくつあっても邪魔に

なりませんし、また役にも立ちま

す。

このところ、しばらく電源をや

っていなかったので久しぶりに作

ってみようかなあと思っていたと

ころに、東京・渋谷にお住まいの

竹谷さんから電源のリクエストが

ありました。そこで、表題のよう

な実験用電源を作ってみることに

しました。

これから作る実験用電源は、第

1 図のように使うものです。出力

電圧の可変範囲が 5～15V という

のは、使用するレギュレーター用

IC によって決まってしまうもの

ですが、この程度の可変範囲があ

れば、普通の実験には支障はあり

ません。

出力電流の 3.5A というのは、使

用する電源トランスによって決ま

ってしまいますが、3.5A あれば

10Wの無線機の実験には十分に使

えますから、これも不便はないで

しょう。

さて、このような性能を持った

実験用電源を作るには、やはり電

圧可変の定電圧電源とするのが得

策です。そして、電圧可変の定電

圧電源を作るには、レギュレータ

ー用の IC を使います。

実験用電源に要求されるのは、

出力電圧が可変でき、実験用とし

て十分な電流が取り出せるという

ことのほかに、出力電圧や電流が

測れることとか、過大電流を取り

出したり、出力をショートしても

こわれない、といったことがあげ

られます。

そこでまず、出力電圧や電流が

測れるようにということで、本誌
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役に立つ電源

実験用電源の計画
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で使った DAIWA のクロス・メー

ターを使ってみようと思いました。

あのときは電流が 10Aまで測れる

VA-3010B というものを使ったの

ですが、今回は 5A まで測れる

VA-3005B がぴったりです。

そこでこのメーターを入手しよ

うとお店を捜しまわったのですが、

どこでも、“…過去にそんなものが

ありましたネ…”というだけで、

もうどこにもありませんでした。

そのようなわけで、不本意なが

ら、電圧と電流の測定は 1 個のメ

ーターをスイッチで切り替えてや

ることにしました。

つぎに、実験用電源では、実験

中に間違って出力をショートして

しまうようなことによく出会いま

す。そんなとき、そのたびに電源

が壊れてしまっていたのではやっ

かいです。

これでは困りますから、実験用

電源には、過大な電流が流れたと

きや、出力をショートしたときの

ための保護回路を必ず用意しなけ

ればなりません。

このようにしてできあがったの

が、第 2図の計画です。

この中で大切なのは、なんとい

ってもレギュレーター用 IC です。

そこで電圧可変のレギュレーター

用 IC を捜してみると、コントロー

ル端子を持った 4 端子レギュレー

ターの μA78G や μA78MG（フェ

アチャイルド）がみつかります。

ちなみに、μA78G も μA78MG

も出力電圧の可変範囲は 5～30V

で、出力電流のほうは μA78G が

1A、μA78MG が 0.5A となってい

ます。

そこで本器では入手が容易なμ

A78MG を使うことにしたのです

が、さらに μA78MG には第 3 図

のような二つのタイプがあります。

μA78MG といえば以前は、A タ

イプのものが多く、プリント板を

このタイプで作ってしまったため

に、今回は A タイプを使いました

が、最近では B タイプのほうが多

いようです。どちらも同じように

使えますから、手にはいったほう

で作れば OK です。

なお、μA78G や μA78MG は、

熱に対する保護回路、出力をショ

ートした場合の保護回路を IC の

中に内蔵しています。

では、第 2 図の計画にしたがっ

て実験用電源を作ってみることに

しましょう。

第 4 図が、プリント板の上に作

る部分の回路です。これに、電源

トランス、電流ブースター用のト

ランジスタ、出力電圧設定用の可

変抵抗器、電圧／電流測定用のメ

ーターなどが付いて、実験用電源

が完成します。

実験用電源の作り方
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まず、整流器はGIのKBL02で、

4A まで整流できますから本器に

はぴったりです。

さて、μA78MG には、各種の保

護回路がはいっていますから心配

ないのですが、問題は電流ブース

ター用のトランジスタの保護です。

この役目をするのがトランジスタ

の 2SB435 で、出力をショートし

たり過大な電流が流れて Rsc に発

生する電圧が 0.6～0.7V を超える

と 2SB435 の C-E 間が導通し、電

流ブースター用のトランジスタの

B-E 間をショートする形になって、

電流ブースター用のトランジスタ

が壊れるのを防ぎます。

  μA78MG の出力電圧は、第 5

図のようになります。これでわか

るように、R2を 5kΩ とし、R1を 0

～10kΩ の間で変えると、出力電

圧はちょうど 5～15Vになります。

では、プリント板の組み立てに

必要な部品を集めましょう。第 1

表が、必要な部品の一覧です。も

し、IC に第 3 図の A タイプのもの

を使う場合には、第 1 表のほかに

ビスとナットが必要です。

第 6 図が、プリント板のプリン

ト・パターンです。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。

もし AC18V の得られる電源ト

ランス（または DC20V でもよい）

があったら、VR の端子に 10kΩ の

可変抵抗器（仮りに）をつないで

（電流ブースター用のトランジス

タは付けなくて OK）入力端子に

電圧を加えてみます。

  そして、出力電圧を測りながら

VR を回してみます。このときに

出力電圧が 5～15V の範囲でスム

ースに変われば OK です。

では、実験用電源の全体の組み

立てにとりかかることにしましょ

う。

第 7 図が、実験用電源の全体の

つなぎ方です。

まず、電流ブースター用のトラ

ンジスタには、2SB557 を使います。

2SB557 に付ける放熱器は、十分に

大きなものを用意します。
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電圧と電流を測るメーターは、

電圧が DC20V、電流が DC4A にす

ることにして、DC200μA のもの

を選びました。

まず、このメーターを DC20V

の電圧計にするには、第 8 図（a）

のように倍率器（RM）を入れます。

RM は 100kΩ で、メーターの内部

抵抗は無視してありますが、実用

上問題はありません。

つぎに、DC4A の電流計にする

には、（b）のようにシャント抵抗

（RS）を入れます。ここで使った

FUJI の FA52 型メーターでは、RS

はたまたま 0.033Ω でちょうどよ

かったのですが、メーターが違う

とこの値は当然違ってきます。

RSの値は、メーターの内部抵抗

を測って計算で求めてもよいので

すが、標準のメーターを直列につ

ないで、実際に 2～3A の電流を流

しながらカット&トライで決める

のが早道です。

なお、並列につなぐ 0.1Ω の抵

抗器は、巻き線型のものや、セメ

ント型のものが市販されています。

ここでちょっと、LED の回路を

見てください。LED は出力回路に

つないであるのですが、ここを普

通に抵抗器を直列につないだので

は、出力電圧を変えると LED の明

るさも変わってしまい、ちょっと

気持ちが悪いものです。そこでこ

こに、第 7 図のように定電流ダイ

オードを使ってみました。

ここで使った定電流ダイオード

の 10YD4.5 は、4.5mA のものなの

で LED はちょっと暗いのですが、

光り具合は VR を回して出力電圧

を変えても一定です。

では、全体のまとめに必要な部

品を集めましょう。第 2表が、そ

のための部品です。2SB557 を買う

ときには、絶縁板を忘れないよう

にしてください。スイッチは 2P

と 6P の 2 種類を使いますが、2P

のほうは、第 7 図の SW の電源ス

イッチに使いますので、大きくが

っちりしたものを選ばなければな

りません。

ところで、今まで電源の製作記
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事を発表したときに、電流ブース

ターなしだとうまく働くのに、電

流ブースターを付けると動作がお

かしくなるが…、という質問をい

ただいたことがあります。これは

たぶん電流ブースター用のトラン

ジスタの取り付け方が悪いのだろ

うと思われます。トランジスタは

必ず絶縁板を使って、第 9 図のよ

うにシリコン・グリスを塗って取

り付けます。

全体の組み立てが終わったら、

AC100V を加えてみます。ちゃん

と出力電圧が出たら、出力電流を

取り出してみてください。試作機

では、3.5A を十分に取り出すこと

ができました。

やっぱり IC は、μA78MG の A

タイプで放熱器なしというのは、

ちょっと容量不足のようです。IC

や電流ブースター用のトランジス

タでの電力消費のもっとも多くな

る出力電圧 5V で 3.5A を取り出し

たときには、熱に対する保護回路

が働いてしまいました。

そのようなわけですので、これ

からお作りになる方は、できれば

IC に μA78G を使ったほうが FB

でしょう。

さらにその IC に放熱器を付け

るようにするとよいでしょう。

これから作る方へ
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