
便利なニッカド電池

私がアマチュア無線を始めた頃、

まだニッカド電池といった便利な

ものはありませんでしたから、使

い終わった乾電池を手にしては、

これが充電して何度も使えたらな

あといつも思ったものでした。

それで、使い終わった乾電池に

穴をあけて塩水を流し込んでみた

り、駄目もとを承知で充電みたい

なことをしてみたのを思い出しま

す。

さて、今月もこのところ凝りに

凝っている、ポケトラのつづきで

す。私のところには、今のところ

144MHz 帯の IC-2N と 430MHz の

FT-708 の 2 台のポケトラがあり、

いずれもニッカド電池で働かせて

います。

それで、このニッカド電池を充

電しなければならないのですが、

最近では本誌 1978 年 9 月号と 10

月号のアイデア製作シリーズで

15 時間タイマーつきのニッカド

電池充電器を作りました。

そこで、この充電器を引っぱり

出してきて使ってみたのですが、

第 1 図のようにいくつか不満も出

てきました。

また、ポケトラ用のニッカド電

池の充電器は専用のものがメーカ

ーから市販されていますが、それ

ぞれに用意するのもたいへんなの

で、ここでもう一つ作ってみるこ

とにしました。

充電器の計画

今までに作ったニッカド電池の

充電器というのは、欲ばって単 1

や単 2、単 3 タイプのいずれのも

のにも対応できるように作りまし

た。ですが、これはむしろ電池の

種類よりは充電電流で考えたほう

が実用的のようです。

そこで、これから作るニッカド

電池充電器は電池の種類をやめ、

バリオームを使って充電電流を

50～200mAの間で自由に設定でき

るようにすることにしました。

次に、ニッカド電池の充電を完

了させる方法ですが、今までの経

験ではタイマーによる方法が最も

確実で実用的です。

そこで今回も前回に使ったのと

同じ IC によるタイマーを使いま

すが、今回は時間を 4～15 時間の

あいだで自由に設定できるように

することにしました。

これで、単 3 タイプの標準充電

から急速充電までと、単 2 タイプ

の標準充電に充電時間と充電電流

とも十分に対応できます。

また、充電電流とタイマーの時

間の組み合わせにより、ニッカド

電池の消耗の度合に応じた充電も

可能になります。
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充電器の作り方

第 2 図が、これから作るニッカ

ド電池充電器の回路図です。

まず、ニッカド電池は定電流充

電を行いますが、そのための定電

流回路が IC1の 3 端子レギュレー

ターの 7805 です。

7805は 5V 1Aの 3端子レギュレ

ーターで、定電流源としての電流

の値は R1と VR1で決まります。こ

こで VR1 を回したとき、約 50～

200mAの間で充電電流を設定でき

ます。

次に、IC2の M51845L がタイマ

ーです。M51845L の中には、第 3

図のように発振器と分周器がはい

っています。

ここで、発振器の時間を決める

のは C と R2+VR2 です。実際には、

VR2 を回したときに 3～16 時間の

あいだでタイマーの時間を設定で

きます。

  なお、第 3 図のタイマーの働き

はあとで VR2に目盛りをつけると

きに重要になりますから、しっか

りと頭に入れておいてください。

さて、時間がきてタイマーが働

いたときに充電を終わらせるのが

Ry のリレーです。このリレーは充

電中は動作せず、

タイマーが働いた

ときに電流が流れ

て動作します。

なお、このリレ

ーの出力を使って、

充電中（CHRG）

と終了（END）を

LEDで知らせるよ

うにしてあります。

第 2 図をみると

CP という端子が

ありますが、これ

は第 3 図の発振器

の繰り返しの時間

を測るためのチェ

ック・ポイントで

す。

では、第 2 図の

点線の内側をプリ

ント板の上に組み

立てることにして

部品を集めましょう。第 1 表がそ

のための部品表です。

部品の中では、IC の M51845L

はダイデン商事 （『トランジスタ

技術』誌の広告欄参照）で買えま

す。

コンデンサーのうちでは、第 2

図のCはかならずタンタル電解コ

ンデンサーを使ってください。

第 4 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。

ケースに入れる
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では、完成したプリント板を使

って、ニッカド電池充電器をケー

スの中に組み立ててみましょう。

まず、ニッカド電池充電器の全

体のつなぎ方は、第 5 図のように

なります。

電源トランスは最初シンコーの

P-4109 という 9V×2、0.2A という

ものでやってみたのですが、12V

のニッカド電池を急速充電するに

はちょっと電圧が不足なので、今

では 5BX1205 というのを使って

います。

プリント板の出力端子と充電端

子の間には、DC 200mA のメータ

ーとダイオード（1001V、1A）が

はいっています。

  メーターは、充電電流を監視す

るためのものです。また、ダイオ

ードは充電が完了したときに電流

が逆流し、CHARGE の LED を光

らせてしまうのを防止するために

入れてあります。

  では、全体の組み立てのための

部品を集めましょう。次ページ第

2 表が、その一覧表です。

  ケースの穴あけが終わったら、

TIME のバリオームのほうに時間

の目盛りを入れましょう。

  まず、プリント板の CP と E の

端子にオシロスコープをつなぎま

す。すると、第 3図に示した発振

器の繰り返しが観測できます。

  では、ストップウォッチを手に

持って、この繰り返しの間隔の時

間を測ってみてください。

  逆に、タイマーの時間から繰り

返しの時間を計算してみると、次

ページ第 3 表のようになります。

なお、この計算は、タイマーの時

間を T（時）、繰り返しの時間を t

（秒）とすると、t＝ ×
で計

算できます。第 6

図は、私が作った

ものの TIME の目

盛りです。

目盛りつけは根

気がいりますが、

うまくやると 30

～40 分で完了で

す。

実際の方法は、

例えば VR2を回し

て繰り返しの時間

が 28.1 秒になっ

たら、そこが 8 時

間ということにな

ります。

  ストップウォッ
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チ片手に目盛った時間目盛りの精

度はなかなかよく、15 時間でも土

10 分くらいに納まっていました。

充電器の使い方

  このニッカド電池充電器は、電

源スイッチをスタート（ON）にし

たときから充電が始まり、タイマ

ーも動作を開始します。

  そして、時間がきてタイマーが

働くと、電源ははいったまま充電

が終わるようになっています。で

すから、充電を始めたらほってお

けばよく、寝ている間でも時間が

くればちゃんと充電を終わらせて

くれます。

  あくる朝、充電を終わって END

の LED が光っていたら、そこで電

源スイッチを切ります。

  なお、充電を終わったあと再び

充電を始めるには、いったん電源

スイッチを OFF にしてスタート

しなおします。

  これで充電器はできましたが、

例えば FT-708 のニッカド電池を

充電するにはちょっとした小道具

が必要です。

  第 7 図は、私が FNB-2 用に作っ

たアダプターです、問題は電池と

接触するターミナルの部分ですが、

ここではスプリング式のスピーカ

ー用ターミナル（サトーパーツの

T-25）を改造して使っています。

実際の使い方は、写真を参考にし

てください。

これで、ニッカド電池充電器の

完成です。ニッカド電池の充電条

件は、完全に放電している場合に、

単 3 タイプでは標準充電で 45mA

15 時間、急速充電で 150mA 5 時間

といったところです。

  これは完全に放電した場合です

が、半分ほど放電していると思わ

れる場合、あすは 1 日使いたいと

いうときには夜の間に 50mA で 6

～8 時間充電しておこうとか、2

時間しか時間がないので 100mA

で時間いっぱいに充電しておこう

…といったことが、本機では自由

にできます。                口
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