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FM のモニター
私たちハムにとって、交信のと
きにいったいどんな電波が出てい
るのだろうというのは気になると
ころです。
そんなときにあると便利なのが
オン・エア・モニター、普通簡単
にモニターと呼んでいるものです。
ところで、モニターといえば今
まではどちらかといえば SSB が主
体だったように思います。そんな
わけで、本誌 1980 年 5 月号のジュ
ニァ・アイデア製作教室に、
SSB/CW モニターを紹介しました。
でも、考えてみれば FM だって
モニターが必要になることがあり
ます。あなたが一生懸命マイクに
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向かってしゃべっているのに「こ
の無変調電波はだれですか」とい
われたようなとき、モニターが活
躍しますね。
これから作るモニターは、第 1
図のような用途に使うものです。
とりあえずなくてもすむものです
が、ひまをみて一つ作っておいて
もよいのではないでしょうか。

2m FM モニターの計画
FM のモニターとなると 28MHz
帯と 50MHz 帯以上の V・UHF 帯
が対象となります。ですから、1
台のモニターでこれらのバンドが
みんなモニターできればよいので
すが、そのようなモニターは作る
のがとてもむずかしくなります。

そこで、今回は FM がいちばん
にぎやかな 2m バンド（144MHz
帯）専用のモニターを作ってみる
ことにしました。
第 2 図は、製作するモニターの
計画を示したものです。
まず、モニターも一種の受信機
ですから、受信周波数を変えられ
ればそれなりに便利なのですが、
そうすると作るのがとてもたいへ
んになります。
そこで、第 2 図では局発を水晶
発振とし、受信周波数は固定にし
てあります。これでも、第 1 図の
ような用途には十分です。
なお、IF 周波数を 10.7MHz に選
んだのは、昔の水晶発振方式の時
代の無線機の中で中間周波数が
10.7MHz のものの受信用の水晶発
振子が本器の局発用としてそのま
ま利用できるからです。これから
作るモニターは、IC 1 個とトラン
ジスタ 1 個でまとめることにしま
す。IC を使うことによって、製作
はぐんと楽になっています。
出力は、当然のことながらヘッ
ドフォーン専用とします。ヘッド
フォーンを使っても、自分の声を
そのままマイクに入れてモニター
する場合には正確なモニターがで
きませんから、そのときにはテー
プレコーダーに録音してモニター
できるよう、録音端子を用意して
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おきます。

プリント板の作り方
第 3 図が、2m FM モニターの回
路図です。
ここで使った IC は、日立の
HA12402（東芝の TA7613AP もま
ったく同じに使える）で、第 4 図
のようなものです。用途は、
AM/FM ラジオ用です。
この IC はいわゆるワンチップ
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AM/FM ラジオ用のもので、FM の
場合には周波数変換は外部に設け
るようになっています。
本器の場合には、第 2 図や第 3
図でわかるように、局発だけを別
にして、ミキサーには強引に IC
の中の AM 用を使っています。
IC の中の AM 用のミキサーは本
来は中波ラジオ用なのですから
526.5～1606.5kHz で使うものです。
これを 144MHz で使おうというの

ですから、確かに強引には違いあ
りません。
しかし、モニターの場合には入
力が十分にあるので、この部分で
は変換ゲインはなくてもなにがし
かの IF 分が出てくればよいとい
うことでやってみました。
実際にはこれでモニターとして
は十分な性能が得られ、IC の中の
ミキサーを使ったことによって回
路はぐんと簡単になっています。
IF の 10.7MHz 以降は、IC の本
来使用する周波数ですから問題は
ありません。ただし、FM 検波は
FM ラジオ用そのままでは NG で、
ちょっと手直しがいります。
この IC の FM 検波は FM クォド
ラチャア検波と呼ばれるもので、
移相用のコイル（RFC2）と FM 検
波コイル（L4）が問題です。
これらのコイルは FM ラジオ用
のもので、ハムの場合には実際に
は検波出力が少なくなってしまい
ます。
そこで、実際に働かせてみなが
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らアマチュア的にカット＆トライ
で FB な値をみつけたのが、第 3
図です。
カット&トライの結果は、L4 の
同調回路はハイ L でローC にする
ほど検波感度が上がりました。ま
た、RFC2 は 330μH よりインダク
タンスを減らすと検波出力が減り、
これより増やしてもあまり変化は
みられませんでした。
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話が前後しますが、第 3 図でわ
かるように、ミキサーの入力側に
は 144MHz の同調回路は設けず、
いきなりアンテナがつながってい
ます。
これは、他の電波に対してモニ
ターする電波のほうが桁違いにレ
ベルが大きいわけで、これは受信
機のほうからみれば一種の周波数
の選択性があることになるという
のが一つの理由で、もう一つは回
路を少しでも簡単にして作りやす
くするためです。
なお、レベル差で信号を選択す
るには、モニターのアンテナを大
きくしないことが大切です。
次に、局部発振はトランジスタ
1 石で 3 倍オーバートーン発振と 3
逓倍をいっしょにやってしまう、
うまい回路です。
具体的には、水晶発振子と L1
の同調回路で 3 倍オーバートーン

発振をさせています。回路はピア
ース CB 回路（一見、そうはみえ
ないが）ですから、L1 の同調回路
は水晶発振子よりも低い周波数に
同調させなければなりません。
なお、この 3 倍オーバートーン
発振のところの周波数は 44MHz
台になります。
実際の局発周波数としてはこれ
のさらに 3 倍のものが必要で、こ
れは L2 の同調回路を 130MHz 台に
同調させて取り出します。
では、第 3 図の部分をプリント
板の上に作ってみましょう。
第 1 表が、プリント板の組み立
てに必要な部品の一覧表です。IC
は、HA12402 も TA7613AP も、
『ト
ランジスタ技術』誌の広告欄を見
ると容易にみつけることができま
す。
部品がそろったら、組み立てに
はいりましょう。第 5 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。
なお、第 5 図のプリント・パター
ンの中の点線で示したところは、
ジャンパー線です。ジャンパー線
には、抵抗器やコンデンサーのリ
ード線の切れ端を使います。
では、水晶発振子を用意して、
局発がうまく発振するかどうかを
確認しておきましょう。
水晶発振子は、昔の水晶発振式
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の 2m FM トランシーバーで中間
周波数が 10.7MHz になっている
ものの受信用の中から、自分の気
にいった周波数のものを求めます。
このような水晶発振子は少なく
なりましたが、今でもたとえば本
誌 1981 年 12 月号の広告欄をみる
と 488 ページや 491 ページで売ら
れているのがみつかります。ただ

し、みんな送受用の 2 個一組にな
っているようですが…。
また、自作好きな方ならば、ジ
ャンク箱をかきまわせば、当時の
水晶発振子が 1 個や 2 個は出てく
るのではないでしょうか。
私もジャンク箱をかきまわした
ら、TR-2200 用の 144.72MHz とか
145.32MHz 用のものがみつかりま
したので、これを使っています。
もちろん、TR-2200 の中間周波数
は 10.7MHz ですから、うまく使え
ます。
水晶発振子の用意ができたら、
ソケットにさし、電源から流れ込
む電流が測れるようにしてプリン
ト板の電源端子（VCC）に 6V を加
えてみます。
すると 12mA 前後の電流が流れ
るはずですが、水晶発振子を入れ
たりはずしたりしてみたとき電流
がわずかに変化すればうまく発振
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しています。
もし周波数カウンターがあった
ら、L1 のリンク・コイル（遊んで
いる）につないでみてください。
すると、44MHz 台を表示したでし
ょう。
なお、FM トランシーバーと違
って発振周波数は細かく気にする
ことはありません。

ケースに入れる
モニターとしてはシールドが大
切ですから、ケースの中にきちん
と納めます。
第 6 図は、ケースに入れる場合
の全体のつなぎ方です。
ケースは、アイデアルの
CA-60W を使いました。CA-60W
の大きさは、幅 100×高さ 61×奥
行 120mm というものです。
ジャック類は、ヘッドフォーン
のほうは無線機用のヘッドフォー
ンがみんな大型のものを使ってい
ますし、最近はステレオ・ヘッド
フォーンも多いので、大型のステ
レオ用のものを使っておきます。
これで、モノのプラグのものも使
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えます。
電源としては単 3 乾電池を 4 個
（6V）用意しましたが、本器は 3
～6V で働きますので、LED を途
中に直列に入れて光らせています。
これで、モニター本体には 4～
4.5V の電圧がかかることになり
ます。この場合の無信号時の電流
は、10mA くらいです。

ケースに入れ終わったら、実際
にモニターを働かせながら L2～L4
を調整しましょう。
モニターは、第 7 図のようにし
てやります。モニターはこのよう
にダミーロードを使ってやるのが
基本ですが、オン・エア・モニタ
ーをやりたい場合には、送信アン
テナの下ならば 1m のビニール線
のアンテナで十分モニターできま
す。
では、トランシーバーをモニタ
ーの周波数に合わせたら送信して
みましょう。するとヘッドフォー
ンから音が聞こえてきたでしょう。
音源としては自分でしゃべっても
なんとかなりますが、わかりにく
いので、人にしゃべってもらうか、
AM や FM ラジオをマイクの前で
鳴らしてみるのもうまい手です。
ただし、自分でしゃべる以外は絶
対にアンテナをつないで電波を出
してはいけません。
ヘッドフォーンからモニター音
が聞こえてきたら、きれいな音で
聞こえるように L4 を調節し、感度
が最大になるように L2 と L3 を調
節します。
最後に、テープレコーダーへの
録音レベルを半固定 VR で設定し
て 2m FM モニターの完成です。口
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