
このページでも何回かトランシ

ーバー用の DC 電源を作りました

が、そのたびに多くの方に作って

いただいているようです。電源は

シャックにいくつあっても便利な

もの、そういうわけで今月も表題

のような電源を作ってみることに

しました。

さて、トランシーバー用の DC

電源というと定電圧電源というこ

とになりますが、3 端子レギュレ

ーターに代表されるレギュレータ

ー用の IC につぎからつぎと新し

いものが誕生し、電源を作るたび

に何歩か前進しています。

実は、今回使ったサンケンの IC

レギュレーターSTR-9012 は、東

京・秋葉原をウインド・ショッピ

ングをしていてみつけたものです。

この ICは5端子レギュレーターと

呼ばれており、3 端子レギュレー

ターよりも機能が拡張されていま

す。さらにうれしいことには、こ

の IC だけで 4A が取り出せ、従来

はどうしても必要だった電流ブー

スト用のトランジスタが不要にな

ります。

…というわけで、今月はこの

STR-9012 を主役に選んで電源を

作ってみることにしましたが、か

ねてから Ni-Cdチャージャー付き

の電源を作ってみようと思ってい

ましたので、今回はこの希望を実

現してみることにしました。

最近では、たとえ DXer であっ

てもポケトラ（ハンディ機）はハ

ムの必需品になっています。そし

て、そのポケトラの電源には

Ni-Cd 電池がよく使われます。そ

んなわけで、Ni-Cd 電池充電用の

Ni-Cd チャージャーも必需品にな

っています。

このようにしてまとまったのが、

第 1 図のような構想です。

まずトランシーバー用の DC 電

源は、基本的には 12V 4A の電源

です。電流容量は 4A あれば、出

力 10W のトランシーバーならば

まず大丈夫でしょう。

Ni-Cd チャージャーのほうは、

ポケトラ用のものに限定すると単

3 タイプの Ni-Cd 電池と孝えてそ

う大きな間違いはないので、充電

電流はほぼ標準充電の 50mA に固

定することにしました。

充電の管理は今まで何度もやっ

てきたように、充電時間で行うこ

とにしました。これにはタイマー

を使いますが、電源の ON／OFF

電流ブーストが不要になった
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には STR-9012 の出力 ON-OFF 機

能を利用します。詳細については、

実際の作り方のところで詳しく紹

介します。

なお、タイマーはトランシーバ

ー用の DC 電源のほうを ON/OFF

します。これはタイマーを ON に

しておくと場合によっては QSO

中に出力 OFF となってしまうこ

ともありますが、うまく利用する

と送信しっぱなしで外出してしま

ったような場合に、自動的にトラ

ンシーバーの動作を止めるといっ

たことにも使えるでしょう。

では、ぶっつけ本番で製作には

いることにしましょう。

第 2 図が、プリント板の上に作

る部分の回路です。もし全体の様

子がつかみにくかったら、第 7図

の全体のつなぎ方もいっしょに見

てください。では、それぞれの部

分について簡単に説明します。

まず、本器の出力は 12V 4A で

すが、電源トランスから連続して

取り出せるDC電流はAC電流（ト

ランスに表示されているもの）の

70%ほどですから、電源トランスと

しては 16V 5A のものを使います。

これでアマチュア的には 4A の電

流を連続して出せます。

STR-9012 のところを見ると、端

子が四つしかありませんが、実際

には第 3図のようになっています。

あとの一つの端子（③の端子）を

どのように使うかは、第 7 図を見

るとわかります。

第 3 図を見るとわかるように、

STR-9012 で拡張されているのは

出力電圧の微調整（端子②）と出

力 ON/OFF 制御（端子③）です。

まず、出力電圧の微調整ですが、

データ・シートによればこれは最

大±0.5V までで、それ以上につ

電源の作り方
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いては、正常な動作をメーカーで

保証していません。

この出力電圧の微調整は、第 2

図の RM で行うのですが、実際に

やってみたら第 1表のようになり

ました。ハム用のトランシーバー

は 12V でも働きますが、定格電圧

はたいてい 13.5～13.8V ですので、

少しでも電圧を上げておこうと、

第 2 図では RMを 100kΩ としてい

ます。

なお、RMの値をこれより小さく

していくと、出力電圧は 13V 以上

まで上がります。アマチュア的に

は、自分の責任で電圧を上げて使

うことも可能かもしれません。

第 2 表は、STR-9012 の規格です。

これで、STR-9012 の素性がよくわ

かりますね。そこで出力 ON/OFF

特性を見ると、出力電圧はピン③

の端子が 0.6V 以下ならば ON、2V

以上なら OFF になることがわか

ります。

  ここで、ついでに STR-9012 の

放熱設計をしておきましょう。

STR-9012から 4Aを取り出したと

きの入出力電圧差を 4Vとすると、

このときにレギュレーターに発生

する電力損失は 16W です。そこで、

周囲温度を 50℃まで考慮して必

要な放熱器の熱抵抗をデータ・シ

ートの特性図で調べてみると、

3.3℃/W になります。

なお、第 3 図でわかるように放

熱器に接するケース裏面は出力端

子につながっています。したがっ

て、STR-9012 を放熱器に取り付け

るときには絶縁板が必要です。

つぎに、Ni-Cd チャージャー用

の定電流回路の説明をしてみまし

ょう。第2図の 2SA950 がそれで、

この部分を書き出してみると第 4

図のようになります。

  ここに従来のように 3 端子レギ

ュレーターを使わなかったのは、

出力電流を 50mA に限定したため

と、必要な VCGを維持するためで

す。ポケトラ用の Ni-Cd 電池をみ

ると、電圧は 7.2V（6 個）～10.8V

（9 個）といったところで、VCG

は 10Vくらいまでは確保したいと

ころです。ところが、3 端子レギ

ュレーターでは、もっとも電圧の

低い、7805 を使っても第 4 図の

VE＋VCEにあたるところが5V必要

です。なにせ電源電圧 VCCが 12V

しかありませんからこれでは VCG

が 7V しか確保できなくなり NG

です。

  定電流回路の動作は第 4 図に示

したとおりですが、R1 の値は

VE≒0.6V、 ICG＝50mA とすると

12Ω と計算できます。また、

2SC950で発生する電力損失はVCG

＝0（出力端子をショート）のとき

に最大になりますが、これでも

VCE＝11.4V、ICG＝50mA ですから

500mW 強で、まず問題はありませ

ん。

最後は、タイマーです。タイマ

ーに使った MC14521 は 24 段周波

数分周器というもので、第 5 図の

ようになっています。これでわか

るように発振器用のインバーター

を持っており、水晶発振も CR 発

振もできます。

さて、タイマーの時間は第 1図

のように 5時間と 10時間の 2段階

にすることにしたのですが、10 時

間は 36,000 秒、これを Q24 に割

り当てると発振周波数 f は、

f =
16,777,219
36,000 ×

1
2 ≒ 233(Hz)

となります。これで、発振をスタ

ートさせてから 5時間後にQ23が
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H（ハイレベル、約 5V）になり 10

時間後には Q24 が H になります。

そこで、この出力を STR-9012

のピン③に入れて、時間がきたと

ころで出力を OFF にします。なお、

発振は CR 発振とし、R のほうを

半固定 VR にして周波数を合わせ

ます。ピン④の出力を周波数カウ

ンターで測りながら実際にやって

みたところ、1～2Hz のところまで

追い込むことが可能で、10 時間後

の誤差は約±5 分でした。

では、第 2 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 3表が、組

み立てに必要な部品です。むずか

しい部品はなにもありませんね。

なお、STR-9012 はキョードーで求

めました。

部品がそろったら、プリント板

の加工をします。第 6 図にプリン

ト・パターンを示しておきますの

で参考にしてください（写真 1）。

プリント板の加工がおわったら、

部品を取り付けて組み立てます。

組み立てをおわったら MC14521

に電圧を加えて働かせ、VR2 を加

減して発振周波数を 233Hzに合わ

せておくとよいでしょう。なお、

Ni-Cd 電池の充電電流を決める

VR1 は、ほぼ中央の位置にセット

しておきます。

  プリント板の組み立てがおわっ

たら、ケースを用意して全体の組

み立てにとりかかりましょう。そ

の場合の全体のつなぎ方は、第 7

図のようになります。ここで注意

しなければならないのは、太線で

示した部分の配線です。ここには

4A もの大きな電流が流れますか

ら、十分に太いビニール線を使わ

なければなりません。もし適当な

ものが入手できなければ、AC コ

ードを使うとよいでしょう。

第 4 表に、全体の組み立てに必

要な部品を示しておきます。ここ

で問題なのは、STR-9012 に使う絶

縁板です。ひょっとしたら専用の

ものがあるかもしれませんがその

用意がなかったので、本器では、

パワー・トランジスタの TO-3 用

の絶縁板に手を加えて（穴の位置

を少し動かす）使いました。実際

には少し IC が絶縁板からはみ出

す部分も出ますが、問題なく働い

ています。
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それから、STR-9012 は放熱器に

直接取り付けます（写真 2）。した

がって、ケースの放熱器を取り付

ける部分には、IC がはいる分の穴

をあけてやらねばなりません。

組み立てがおわった（写真 3）

ら、Ni-Cd チャージャーの充電電

流を決める VR1 の調整をしましょ

う。やり方は、テスターを DC100

～250mAの電流計にしてNi-Cd端

子につなぎます。すると電流が流

れますから、これが 50mA になる

ように VR1を調整します。

あとは、タイマーの動作を確認

して、電源の完成です。タイマー

スイッチを ON にし、5 時間また

は 10 時間たったところで出力電

圧が OFF になれば OK です。

MC14521 の Q18 の端子 10 でチェ

ックしてもよいでしょう。ここは、

9 分ほどで ON になります。

結果は、12V 4A 出力のほうは

OK で、出力ショートに対しても

STR-9012 は引き込み型の過電流

保護回路内蔵なので安心です。

Ni-Cd チャージャーのほうは、

電源電圧 VCCが 12.6V では 10.8V

の Ni-Cd電池の充電はちょっと電

圧不足で、RM に 100kΩ を並列に

だかせてみたら OK でした。それ

以下の電圧の Ni-Cd 電池は完全に

充電できました。なお、Ni-Cd チ

ャージャーは、タイマーと組み合

わせて使うようにします。
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