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運用して分かった
二つのメリット

．．．．．．
私もかねてから、ヨンサンマル
のオールモード機に 12 エレの八
木アンテナをつないで運用してい
ましたが、別にポケトラを手に入
れたので、このところこのポケト
ラで運用を楽しんでいます。
このポケトラを使って運用して
いて、気が付いたことが二つほど
あります。
．．．．．．
その一つは、ヨンサンマルは最
近ではとてもにぎやかになってき
ましたが、それでも、2m のポケト
．
ラと並べてワッチしてみると、ヨ
．．．．．
ンサンマルはまだすいているとい
うことです。
．．．．．．
もちろんヨンサンマルは 2m よ
りバンド幅が広いということもあ
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りますが、それにしてものびのび
と QSO が楽しめます。
もう一つ気が付いたことは、混
信が少ないこともあるのでしょう
が、電波が意外によく飛ぶという
ことです。
私は千葉県松戸市に住んでおり、
所属する松戸アマチュア無線クラ
ブのメンバーがよく出てくる周波
数があるのですが、ポケトラでみ
んなと QSO ができるのです。
もっとも、ポケトラの位置を
50cm くらい動かすと急激に状態
が変わるのは 2m とは違うところ
ですが…。
さて、このポケトラは車の中か
ら付属のホイップ・アンテナのま
までもけっこう QSO できるので
すが、車載の場合にはちょっとパ
．．．．．．
ワーがほしいので、ヨンサンマル
のポケトラにつなぐ FM ブースタ

ーを作ってみることにしたという
わけです。

M57704 で作る
8 月号では、やはりポケトラに
つなぐ 2m 用の FM ブースターを
作りましたが、今月作るのはこれ
．．．．．．
のヨンサンマル版です。
ところで、430MHz ともなると
FM ブースターといっても個別部
品で作るのはちょっとむずかしく
なります。
もう少しはっきりいえば、50～
144MHz までは短波の無線機を作
る要領でできますが、430MHz に
なるともうリード線で配線してい
たのではだめで、マイクロウエー
ブ的な方法が必要になってきます。
そのようなわけで、430MHz で
FM ブ ー ス タ ー を 作 る に は 、
430MHz の増幅器として完成して
いるパワー・モジュールを使うの
が得策です。
パワー・モジュールの外側は、
入力と出力端子を除いて 430MHz
の増幅器の外部ですから、あとは
リード線で配線できます。
そこで、今回パワー・モジュー
ルとして使う、三菱の混成集積回
路 M57704 を紹介しておきましょ
う。
第 1 図は、M57704 の等価回路
です。M57704 には L、M、H の 3
種類があり、周波数帯域が違って
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います。今回使うのは M57704M
で、これは 430～450MHz の範囲で
使えます。
第 2 図は、M57704M の入力電力
と出力電力、総合効率を示したも
のです。これをみると、楽に 10W
の FM ブースターが作れることが
分かります。
M57704M の総合効率は、40％く
らいです。すると、10W の出力を
得るのに必要な入力は 25W とな
り、このとき M57704M で発生す
る電力損失は 15W とかなり大き
くなります。ですから、放熱には
十分に注意しなければなりません。
第 3 図は、M57704 の外形寸法
図です。組み立てのときの参考に
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してください。

ブースターの作り方
第 4 図が、430MHz 用の FM ブ
ースターの回路図です。ブースタ
ーに必要な付属回路は 2m 用と同
じですから、8 月号で紹介したも
のとほとんど同じになっています。
付属回路としては、送受信を自
動的に切り替えるキャリア・コン
トロール（Tr1 と Tr2）、それにパ
イロット・ランプ兼用の出力表示
を Tr3 と 2 色 LED でやっています。
ブースターの入力と出力の切り
替えはリレーで行いますが、入力
側は第 4 図のように、オムロンの
G2E（2m 用のブースターで使った

ものと同じ）でやっています。
ここは本来は同軸リレーを使い
たいところですが、同軸リレーは
とても高価（G2E の 10 倍以上す
る）です。そこで、ある程度の損
失は覚悟して、普通のリレー（…
といっても、今まで実験したとこ
ろでは、VHF ではもっとも損失が
少ない）でやってみました。結果
は、これで一応 OK です。
なお、第 4 図には入っていませ
んが、出力側の切り替えは同軸リ
レーを使います。
次に、第 1 図にも示したように
M57704 の ス プ リ ア ス 抑 圧 比は
30dB ですから、電波法令に決めら
れた 60dB を得るにはフィルター
が必要です。
このフィルター
には、T 型アンテ
ナ・フィルターを
使います。第 5 図
に、設計の結果を
示しておきます。
なお、この T 型
フィルターは
430MHz のもので
すから、今までの
ような作り方では
うまくいきません。
このあたりは回路
図では分からない
ところで、あとで
実際の方法を説明
します。
では、第 4 図の
部分をプリント板
の上に作ることに
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して、部品を集めましょう。第 1
表が、使用部品の一覧表です。
M57704M は亜土電子工業、アミ
ドンのフェライト・ビーズはトヨ
ムラ、コンデンサーのエア・トリ
マーとこのあとで出てくる同軸リ
レーは斉藤電気商会で買えます。
放熱器の UF は、㈱ネジの水谷
（☎03-253-2311）のものです。
第 4 図の部分は放熱器に IC とプ
リント板を取り付けた形になりま
すが、まずプリント板のプリン
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ト・パターンは第 6 図のようにな
ります。
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。
その場合、T 型フィルターのコイ
ル（L）は放熱器を含めて組み立
てたときに取り付けますから、ま
だ付けないでおきます。
プリント板の組み立てが終わっ
たら、第 7 図のように全体を放熱

器の上に組み立てます。
放熱器に M57704M とプリント
板を取り付けたら、T 型フィルタ
ーを組み立でます。この場合、注
意することは、エア・トリマーの
アース側は必ず、M57704M の放熱
フィンのところでとるということ
です。
もし、エア・トリマーのアース
側をプリント板でとったりすると、
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T 型フィルターはうまく働いてく
れません。
第 7 図の組み立てが終わればブ
ースターの本体は完成で、入力端
子にポケトラからの出力を加える
と、出力端子に 10～15W 程度の出
力が得られます。
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ケースに入れる
では、2m のブースターと同じよ
うに、鈴蘭堂の T-1N というケー
スの中に入れてみましょう。
第 8 図が、ケースの中の全体の
つなぎ方です。

入力側は BNC コネクターを使
いますが、
これには 50Ω 用と 75Ω
用がありますから、50Ω 用を買っ
てきましょう。
出力側の切り替えに使う同軸リ
レーの CX-140A は、N 型コネクタ
ー付きとなっています。
2 色 LED のところや電源関係の
配線の方法は、8 月号で紹介した
2m のブースターと同じです。
ケースの中の全体の組み立てが
終わったら、さっそく働かせてみ
ましょう。電源は 13.8V 3A くらい
のものを用意し、できれば電流が
測れるようにしておきます。
つぎに、同軸フィーダー（3D-2V
か RG58/U）に BNC コネクターを
取り付けたものを用意し、ポケト
ラと FM ブースターをつなぎます。
準備ができたら、アンテナの代
わりに終端型の高周波電力計（こ
れは、430MHz で使えるものを使
うこと）をつなぎ、ポケトラを送
信にしてみます。
すると、カチンとリレーが働い
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てパワーが出てくれば成功です。
T 型フィルターを再調整すると、
10W 以トの出力が得られたでしょ
う。
このときに電源から流れ込む電
流は、1.8～2A くらいになってい
るはずです。
430MHz の FM ブースターを作
ってみて感じたことは、2m と違っ
て、コネクターのつなぎ方などち
ょっといい加減にやると、パワー
がどんどんなくなってしまうとい
うことです。
その証拠に、本機の場合スイッ
チ OFF でポケトラがスルーで使
えるはずですが、出力はかなり減
ってしまいます。
これで、430MHz のポケトラ用
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の FM ブースターの完成です。免
許の申請をして、さっそく活用し
てみてください。

ジュニア製作教室に関する質問
は SASE で、〒270 松戸市五香六
実 7-369 丹羽一夫へ。
□

375

