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受信用もある
ブースター
最近はハンディ・トランシーバ
ーやポケトラの流行で、盛んにブ
ースターが話題になっています。
ところで、ブースターといえば
普通は送信用のものをさしますが、
受信用のブースターだってありま
す。それが、受信用のプリアンプ
（前置増幅器）です。
最近は無線機といえばトランシ
ーバーが全盛で、しかも性能もよ
くなっていますから、別にプリア
ンプを使わなくても、普通はそう
不便はありません。
しかし、第 1 図のように特に DX
の信号を受信しようとか、アンテ
ナに性能のいいものが使えないと
いった場合には、プリアンプがほ
しくなることもあります。
．．．．．．．．
無線通信ではまずは受信ありき
とはよくいったもので、よく聞こ
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えないことくらい歯がゆい思いを
することはありません。
それから、送信用のブースター
は、いくらハイパワーの物を使い
たいと思っても、電話級や電信級
ハムでは 10W が限度です。
その点、受信用のプリアンプな
らば、いくらつないでも問題はあ
りません。
ところで、受信用のプリアンプ
というと、普通は第 2 図のように
アンテナと受信機の間に入れてや
ります。
ところが、最近の無線機はみん
なといっていいくらいトランシー
バーですから、第 2 図のように簡
単にはいきません。
トランシーバーの場合には、送
信のときのことも考えておかねば
なりませんから、実際には次ペー
ジ第 3 図のようにする必要があり
ます。
この場合、送受信切り替えリレ

ーはトランシーバーの操作によっ
て自動的に切り替わる必要があり
ます。
この送受信の切り替えは、FM
の場合にはキャリア・コントロー
ル方式で行うことができます。ま
た一部のハンディ・トランシーバ
ーのように、アンテナ端子に送受
信切り替え用の信号が出ている場
合には、これも利用できます。
最後に、HF トランシーバーの
場合にはたいていリモート・コン
トロール用の端子がありますから、
これを使います。
では、50MHz SSB/CW トランシ
ーバーの IC-502 につなぐ受信用
プリアンプと、HF トランシーバ
ーにつなぐ 28MHz の受信用プリ
アンプを作ってみることにします。

50MHz 用の作り方
IC-502 では、専用のブースタ
ー・アンプのリモコン用に、アン
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テナ端子に受信のときに㊉の電圧
が出るようになっています。この
㊉の電圧は、送信のときにはゼロ
になります。
そこで、これから作る受信用プ
リアンプも、このリモコン用の電
圧を利用して、第 3 図に示した送
受信切り替え用のリレーを動作さ
せることにします。
第 4 図は、50MHz 受信用プリア
ンプの回路図です。プリアンプで
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は高周波増幅回路が心臓部で、こ
こはいろんな作り方があります。
本器では、もっとも標準的な、デ
ュアルゲートの MOS FET による
回路としてあります。
本器には、第 4 図でわかるよう
にゲイン・コントロールを設けて
あります。これは、近所で強力な
電波が出て混変調妨害を受けるよ
うなときに有効です。
送受信切り替え用のリレーは、

IC-502 の出力が 2～3W ですから
小型のもので OK です。オムロン
の G2V は、ちょうどぴったりのリ
レーです。
トランシーバーからのリモコン
信号は、第 4 図の TRX の端子から
プリアンプの中にはいってきます。
この TRX の端子とリレーの間に
はいっている 0.001μF のコンデ
ンサーはリモコン用の信号がアー
スされてしまわないようにするた
めのもので、ぜひ必要です。
TRX 端子から受信のときに㊉
の電圧が供給されますから、Tr1
が ON、Tr2 が OFF となって、受
信のときにはリレーは動作し ま
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せん。
また、トランシーバーが送信に
なって TRX 端子の㊉の電圧がな
くなると Tr1 が OFF、Tr2 が ON と
なってリレーが働きます。このと
き本器はスルーになって、送信電
力は直接アンテナに行きます。
なお、リレーについている NC
はノーマル・コンタクト（リレー
が動作していないときにっながっ
ている）の接点、NO はノーマル
オープン（リレーが動作していな
いときにオープンになっている）、
の接点、C はコモン（共通）の端
子です。
では、第 4 図の部分をプリント
板の上に作ることにして、部品を
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集めてみることにしましょう。
第 1 表が、使用部品の一覧表で
す。むずかしい部品はありません
が、アンテナ回路に入れる
0.001μF のセラミック・コンデン
サーは送信時に送信電力が通りま
すから、できるだけ大型のものを
使うようにします。
10kΩ の可変抵抗器はプリント
板に直接取り付けるものではあり
ませんが、これがないとプリント

板が動作しませんから、第 1 表に
入れてあります。
第 5 図が、50MHz 用のプリント
板のプリント・パターンです。第
5 図はリレーにオムロンの G2V を
使った場合ですが、他の同じよう
なリレー（たとえば、松下の
HB2-DC12V など）を使う場合に
はリレーに合わせてプリント・パ
ターンを変更してください。
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。
プリント板の組み立てが終わった
ら、電源端子（VCC）に 12V を加
えたとき、リレーがカチンと動作
することを確認しておいてくださ
い。
では、リードのケース PS-1 に
入れてまとめてみることにしまし
ょう。PS-1 の大きさは、幅 100×
高さ 50×奥行 85m となっており
す。
第 6 図が、ケース内の全体のつ
なぎ方です。
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ゲイン調整用の VR は、アース
側（3 のほう）に回したときにゲ
インが大きくなります。
それから、本器の中を送信電力
が通りますから、途中の接続は同
軸フィーダーや M 型コネクター
を使っておかねばなりません。
プリアンプが完成したら、第 7
図のようにつないで働かせてみま
しょう。本器の消費電流は、受信
時で約 15mA、送信時で約 60mA
ですから。電源はこれを供給でき

るものを用意します。
まず、プリアンプに電源を供給
すると、リレーがカチンと働いた
でしょう。次に IC-502 のスイッチ
を入れると、このリレーがもとに
もどりましたね。
うまくいったら何か信号を受信
し、プリアンプの L1 と L2 を調整
します。
結果は、弱い信号も聞こえるよ
うになってきましたが、ゲインを
いっぱいにあげると S メーターが

かなり振れるくらいにノイズ（プ
リアンプの内部雑音）が出ます。
次に、IC-502 を送信にしてみま
しょう。すると、カチンとリレー
が働きましたね。
IC-502 を CW にし、アンテナの
かわりにパワー計をつないで出力
電力を測ってみたら、プリアンプ
を通すと 0.2W ほど出力が減りま
した。まあ、この程度の損失は仕
方のないところでしょう。
なお、本器の場合、送信時にも
プリアンプには電源がつながって
おり、働きっぱなしです。でも、
CW の状態でテストしてみました
が、FET がこわれるようなことは
ありませんでした。
本器は IC-502 用にまとめまし
たが、第 4 図の Tr1 と Tr2 のリレー
のコントロール回路を自分のトラ
ンシーバーに合わせれば、どんな
ハンディ・トランシーバーにも応
用できます。
IC-502 以外のトランシーバー
の場合にどうやるかは、自分の持
っているトランシーバーの取扱説
明書と回路図をじっくり眺めて検
討してください。

28MHz 用の作り方
では、もう一つ HF トランシー
バーではどうしても受信感度が不
足しがちな、28MHz 用のプリアン
プを作ってみることにしましょう。
なお、使用する HF トランシー
バーの出力電力は 10W 迄としま
す。
第 8 図が、28MHz 受信用プリア
ンプの回路図です。プリアンプの
部分は LC 同調回路を 28MHz に変
更しただけで、あとは第 4 図の
50MHz 受信用プリアンプとまっ
たく同じです。
HF トランシーバーの場合には
リモート端子が用意されています
ので、プリアンプの送受信の切り
替えはこのリモート端子を使って
行います。
ところで、28MHz 用では 10W
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の送信電力を扱いますから、リレ
ーも大型のものが必要です。第 8
図に示したオムロンの G4D は接
点容量は 5A あります。また、コ
イルの直流抵抗は 180Ω ですから、
電流は 70mA ほどです。
70mA ならばいきなり HF トラ
ンシーバーのリモート端子を使っ
て ON-OFF できるはずですが、万
一の場合を考えてトランジスタ・
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スイッチを入れてあります。これ
で、HF トランシーバーのリモー
ト 端 子 は 2 ～ 3mA の 電 流 を
ON-OFF するだけで済みます。
それから、第 8 図の回路では HF
トランシーバーのリモート端子は
第 9 図のように受信のときに ON
となる接点（R）を使います。こ

のリモート端子は普通は他の装置
をリモコンするときに、送信のと
きに ON になる接点（T）をよく
使いますので、T のほうを使わず
に済むのは助かります。
第 10 図が 28MHz 用のプリアン
プのプリント・パターンです。本
器の場合にはリレーが大きくなる
ので、プリント・パターンは第 5
図とだいぶ違っています。
完成したところで、TS-820 につ
ないで使ってみました。ちょうど
JA5 の局が交信中だったのですが、
プリアンプなしだと R が 1～2 だ
った信号が、プリアンプを入れる
と R4～5 になりました。
私の TS-820 は 100W ですが、
出力を 10W にしぼって第 6 図と同
じ方法で CW をたたいてみました
が、FET がこわれるようなことは
ありませんでした。
□
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