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 ムラムラと製作意欲が湧き上がってきた。何を製作しようかと思いいくつか考え、今まで

に製作した経験のあるものの中で実用になるものとして実験用電源の製作をすることにした。 

 安定化電源は、スイッチング方式でない限り電源トランスの大きさによって取れる電流が

左右され、大きさ作りやすさも大きく違ってくる。無線機に使用するなら最低でも３A 取れ

ないといけない。かなり大きい高価な電源トランスになってしまう。 

 アマチュアが実験に使う電源は今までに使用している電源から、最大でも１A あれば十分

だ。受信機や小さなトランシーバーを製作する場合は 500mA も取れればいい。実際に一番

使用頻度が高いものが 500mA0-20V の電源で、その次が 1A0-20V のもの。どちらも昔製作

したものだ。あと 3A0-20V の電源も製作して持っているがほとんど出番がない。 

 これらを踏まえて、作りやすさとなるべく手持ちの部品を使いたく、手持ち電源トランス

が小さいので連続制御方式を計画した。そして目標を大きく 3 段階の計画を立てた。 

1 段階目は、200mA1.2V-30V 程度の電源で、安定化 IC を 317 か 350 にする。雑誌やネッ

ト、キットで紹介された回路を参考に操作性、作りやすさを重点に特殊な部品をつかわずに

製作する。最小電圧を０にしなかったのは、回路の計画を立てやすくすることと、ほとんど

1.2V 以上から使用するからだ。 

 



 2 段階目は、電流を中程度に取れる 1～2A20V にする。低電圧 IC は 213 を使用すること

に概略の計画を立てた。もちろん 1 段階の製作で出た問題点や使い心地、デザインなどを考

慮する。 表示メーターもアナログだけでなくデジタル表示も加える。安くなったし、完成

品も多種でている。  

 3 段階目は、大型の万能電源にし、できればスイッチング制御方式を採用する。また、電

圧可変コントロールも切り替え選択方式か多回転 VR を使用するかこれまでの試行から決定

する。定電流も取り出せるように電源 IC を複数使用する。 

 全体のこだわりとして、性能的に低リップルにする。最低でもリップル率 70dB 以上にし

たい。3 端子レギュレーターは 60dB ぐらい、350 は 85dB、317 や 213 では 80dB 取れると

データシートに記されている。あと使いやすさ、フェールセーフの考え方を入れるのは当然

として、それらを邪魔しないスマートなデザインにする。細かい点では、表示メーターは電

圧、電流ともにアナログメーターを基本にする。大きく重くなるので取手を付ける。これは

メーター保護にも役に立つ。AC コードはメガネコネクタを使用し、仕舞うときにコードが邪

魔にならないようセパレートにする。交換用ヒューズは替えやすい場所にする等々だ。 

 

第一段階 実験用電源の試作 

 なるべく秋月のキットを使用しようとした。なぜなら、

部品が揃っているし、データシートが付属している。手

持ちの未製作のを探したら 723 使用のものが出てきた。

これはおいといて、秋月から 350 と 317 の IC、それと

350 のキットを購入した。 

 計画に沿って、ケースは手持ちシャーシにした。後で

苦労する羽目になる。最初からリードの PS シリーズの

出来合いケースにすれば良かった。まあ、シャーシに組

むと保守点検は簡単だけど感電の恐れがある。 

  

 



手持ちのシャーシーは小さいのしかなかった。S-10 で 120×40×80 って大きさだ。 

これになんとかトランスと電解コンデンサ、回路部品は載るが、

肝心のメーターが小さいものでも 45mm あるので盤面のアルミ

板を大きくしなければならない。通販で購入すればいいのだが、

送料が高くついてしまうので、後で何か頼む時に一緒にしようと

頭の引き出しにしまっておいた。 

 さて、まず電源トランス、電解コンデンサ、ヒューズ、スイッチ、メーターなどの配置を

どうするか大雑把に決め、電源トランスを固定する４mm のネジをジョイフル山新へ購入に

行った。そこに工作用アルミ板が売っていたので、ちょうどいいと購入してきた。 

厚さは工作しやすい

ように 0.8mm のものにした。丈夫さから行くと 1mm 厚がいいのだが、ハンドにブラを使う

時に手が痛くなるので強度は弱いが 0.8mm にした。 

 それにメーター取付の穴を描いて、長い部分の切断をする。その前に、アクリル板で実際

に穴を開けてどんな感じになるか試作した。 

 

 



アルミ板より粘りがあるので結構大変。 

メーターの穴は小さな穴を連続して開け、ニッパで切る。 

  使用したドリルと

ピンバイス。 

透明な

アクリル板だと配置が見えてよいが乱雑な背景まで写

ってしまう。 

 

 

 

 



ケース、メーターと取手。ところがシャーシを使用す

ることで今回はメータのみ使用。取手も J 山新で見つ

けたコの字型のボルトナットにした。 

ヒューズは標準の小さい

もの。放熱板。 

 

 

 

 

 

AC コード用のメガネコネクタは、サトー電気から取り寄せた。 

 

 

 

 

電解コンデンサは高容量（5600μ50V）

のものを秋月で購入した。しかし立て

るバンドがなかったのでマルツパー

ツや若松通商などで探し、一番安価な

若松から取り寄せた。サイズが色々あ

った。標準の 30φを数個購入した。 

 その下にあるのは、スパークキラー

でスイッチに付けるために購入した。

今回は電源トランスの電流が小さい

ので必要ない。将来、大きいトランス



に交換する時のために付けておこうと思った。 

続いて長すぎるアルミ板の切断だ。ブリキハサミではそってしまう。ピンバイスで穴を並べ

て折ることにした。 

  

 

結構大変。 

 

 

 

 

 

だいぶ穴が開いてきた。 

 

 

うん、曲がるぞ。 

えいやっ。バキッ！ 

 

 

 

 



 

さあ次はメーター用の穴開けだ。アルミ板なの

でハンドニブラが使える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

うまく丸く切れないが、後で半丸ヤスリで

修正する。メーターの裏に隠れるのでそん

なに神経質になることはない。 

まあこんな

ものか。 

 

 



 

メーターが入るかはめてみる。 

出来上がったパネル面に裏側から配置を記入しておく。 

 

次いで操作パネルの配置をどのようにしたらよいか設定してみた。 

出力ターミナルはショートを避けるため広めにしたが、なんとなく間がありすぎ。それに 2

連のバナナ棒が刺せるよう規格に合わせた方がいいだろうと配置したのが下 4 枚。 

 

 

 

 

 

 

 



電圧切り替え SW と電圧調整用 VR、SW の配置を使いやすいように考えた。 

どうもしっくりしない。切り替え SW はあまり使わない、電圧調整 VR が一番使いやすい場

所に、それに操作中手がじゃまになってメーターが見えなければ何にもならないので下に取

付ることにした。上の右の配置になる。SW を立派なものにしようと大きいものにしたが、

バランスが悪く、パネル細工も面倒な上に後で操作つまみを配置替えしようとしたときに変

えられない。などの理由で、小さなスナップ SW にした。 

次にシャーシーの穴開けもしておこう。 

 左が裏、上が正面。 

 

内側 

 

 

 

 

 

 

側面の FS 用穴 



ちょっと休憩。ここの汚い相談机で仕事をしている。何の仕事をしてんだか。明るい方は国

道６号線。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、シャーシとパネルを合わせておく。次にシャーシに主な部品を載せ、ぶつからないか

調整をする。場合によっては穴を開け直し部品位置を変えなくてはならない。 



 

シャーシ内部は 

ヒューズと平ラグが喧嘩してる。それと切り替えロータリーSW に抵抗を 3 本つけなくては

ならない。大丈夫かなあ・・ 

 



さて、組立に入る。順序立てて要領よくやらないと何度も組立直しをしなければならない。

これから先は、半田付け作業があるので、やり直しが面倒になる。 

 そうそう、パネルの塗装を先にしておこう。後でやると、部品をすべて外してやらなけれ

ばならないから。今までに、パネルを塗装したのは６m トランシーバーをシャーシで作った

時だけで、他のほとんどの製作物は後でと思っていてやっていない。 

 塗料を探したが古いブラウンのスプレーしか出てこな

かった。ラッカー類を昔自分ちで売っていたのだが、古く

なって中で固り廃棄してしまった。シンナーもすべて手持

ちがない。パネル面は文字を入れる都合上、明るい色にし

たいのでブラウンは却下。でもせっかく出てきたのだから

取手を染めてみる。いいコントラスポイントになればいい

けど。 

 

 

 取手の塗装は段ボール箱に入れてスプレー

した。片面にスプレーし、乾いたらひっくり

かえしてウラ面を塗装した。ちょっとばかし

色が汚いが、実際はもっと濃い茶色なんだ。

照明の関係で黄土色っぽく写っている。 

 表でやらずこっそり隠れて調剤室で作業し

たら有機溶媒の匂いがこもってしまった。ま

じいな。 

 切り替えスイッチに使うロータリーSW に

ついて。 

 1 回路 4 接点のものを使えばいいのだが、

秋月電子で安価なロータリーSW を販売して

いるのでそれを使うことにした。 



2 回路 6 接点と 1 回路 12 接点の 2 種類販

売している。1 個 150 円と安価である。専

用つまみも付いてくる。 

 1 回路 4 接点で使用するのでどちらでも

使える。ストッパーの位置変更で、２～１

２接点(２～６接点)に変更可能だ。 

また、軸は樹脂製だから自由な長さで切る

ことが出来る。俺はニッパで切ったので見

かけが汚い。 

回路は次のようにな

っている。 

2回路 6接点のものを

使った。 

 

脇に番号を振

っておくとわ

かりやすい。 

 

  

 

 

 

http://akizukidenshi.com/img/goods/C/P-00101.JPG
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４接点にするので、リングのストッパーを上から見た 4番目に爪が入る

ようにする。 

裏にもテスターでチェックして半田付け

する接点にマジックで印を付けるとわか

りやすい。ここに金属皮膜抵抗 750Ω、

1.5K、2Kを付ける。1番は 0Ωなのでジ

ャンパ線でショートさせる。 

               抵抗のそれぞれ片側をまとめて GNDに落

とす。回路の共通接点 は１kΩのボリュームに接続するのでリ

ード線を半田付けして おく。 

 

抵抗を付けた状態。 

 

１番は０Ω（ショート） 

2番は 750Ω、3番は 1.5KΩ、4番は 2KΩ 

中心は 1KΩVRへ接続。紫の線。 

1番から２、３、４番の抵抗の片側はまとめて GNDへ落

とす。 

緑の線は不要なので後で取る。 

抵抗が小さいので、シャーシ内になん

とか入った。 

 

 

 



平ラグ板に回路を作る。 

 

 

向こう側とこっち側。回路は下図。 

3端子 ICは 350。図は CQ出版のハムのトランジスタ活用から拝借してきた。元の本では LM317K

を使用している。317でもいいのだがリップルが 350の方がよい。 

 

LM350の足は317と違っている。 左から Adj,Vout,Vinとなっている。 

 

 



間違わないように足に色のついた線を付け、熱収縮チューブでか

こった。Adjを緑、Voutを黄色、Vinを白にした。 

LM350のフィンは Voutとなっているので取付にラバーシートを敷き、ネジを絶縁しなければ

ならない。ネジの絶縁小物がどこかへ行ってしまったのでプラスチック 3ミリネジを使用し

た。 

 

放熱板も付けた。トランスの大きさから数百ミリしか電流が流れないので必要ないがトラン

スを後で大きなものに交換した時に発揮するだろう。 

 

さて、次は前面パネルの化粧だ。 

取手を塗装したが、前面パネルも薄いアイボリーで塗装することにした。なかなかスプレー

を購入に行けないで部分的な半田付けをやっていた。 

600円弱の小さなスプレイを購入してきた。効率的には缶入塗料

で刷毛で塗った方がいい。しかし、刷毛やうすめ液、容器などを

新たに用意しなければならない。手っ取り早くできるスプレイに

した。 



 初め室内でやったのだが、速乾性ラッカー系を使ったので、あまりにも匂いが強くまいっ

た。 

たまらず、2回目以降の塗装は箱の中に

入れ、表ですることにした。 

塗装前のアルミパネル 

 

 

 

 

3回目の塗装。まだ表面が平に光沢が出ない。よく

見ると表面がザラザラな細かい凹凸がある。時間

を置いた重ね塗りをしなくては。 

 

 5回目。よく差

がわからない。 

今日１日あと何回

か塗装して終わり

にしよう。 



光沢を出そうと、都合 10回ぐらい吹き付け乾燥を繰り返した。ここらで妥協だ。文字のレタ

リングはレタリングシートが古くなってしまったので、マジックでフリーハンドで書こう。

こういった所が、詰めが甘いって言われるんだよな。 

 

さあ最終段階の配線だ。まずは大電流の流れる配線を太いラインで半田付けし、あとコント

ロール部の配線を細い線材で付ける。 

  前もってできる所は半田付けしておく。 

AC電源 SWにノイズキラーを取り付ける。電源

SWは大きいものを予定していた。パネルの関

係で小さいものにしたので、ノイズキラーを

規格が大きいものを選んでしまった。不釣り合いだ。大は小を兼ねるからいいか。 

 

上のトランスから AC100V配線

を引き出してくる。ヒューズや

平ラグ板がじゃまなので外して

おこう。 

右下に放熱板に付けた 350から

の配線が写っている。 

 

 

配線用のコードを前処理しておく。 

 

 



 

ACメガネコネクタに ACコードを配線し、熱収縮チ

ューブをかぶせておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACスイッチの配線 SWが小さいので大変だった。狭い場所に半田を付けるので小さな半田ゴ

テを使った。ただ小さいから熱量が足りなく時間をかけて当てていると伝導熱で指が火傷し

てしまう。 

 なんとか配線が済む。 

 



残りの配線は平ラグ板の回路へと、前面パネルを付けてからメーター類への配線だ。 

パネルは仕上げの塗装を。こんな具合に仕上

がった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パネルを付ける前にシャーシ内部の配線をやってしまおう。シャーシが小さくあちこちで部

品がぶつかり合うから要領よくしないといけない。 

まず AC電源と平ラグ、350の配線。 

それからヒューズホルダーとロータリーSWを付けて配線す

る。 

 

 

 

 

 



だいぶ汚くごちゃごちゃしてきた。 

 

 

 

 

 

 

部分的に拡大してみよう。 

ロータリーSW付近。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ヒューズホルダー付近。 

 

←この穴を大きくしてゴム足を 3ミ

リビスで固定する。最後に付ける予定。 

 

 

 

 

←平ラグ板の余った端子に測定用配

線の＋と-を設定しよう。 

AC100Vのヒューズ端子がショートし

そうだ。上下に差があるから大丈夫と

思う。 

 

電圧コントロール用 VRにつなぐ線と LEDの線をシャーシ穴から出した。あっ忘れてた。 

軍ターミナルにつなぐ線とパネルにつけるメーター用の線を引き出すのを忘れてた。 

ある程度部品を外して配線しないといけないな。どうも手順が悪くていけないな。 

 少し頭を冷やして後日やりなおしをしよう。今日はもう１０月１日になってしまっている。

作り始めたのが９月上旬で、記事を書き始めたのが９月半ばだから、はやひと月かかっても

完成しない。第二弾、三弾はいつになるのやら。 

 

気を取り直して、部品をいくつか外し、狭いところをなんとか抜けていた配線をした。かな

り窮屈になってしまった。中でショートしないようにヒゲ線など出ていないか、天ぷら半田

になっていないか線をラジオペンチで動かし、確認した。 



 表から見る。未配線の線が出た状態。後ろにあるのが塗装したパネル。 

  

 メータに配線する線（黄色が＋、白が-）と電圧可変 VR用線（紫緑 2本）と LEDランプ用

線（赤黒 2本）を出した。また電源トランス端子に絶縁用に接着剤を載せた。乾いたらあと

から黒ペンキでも塗っておこう。一応感電防止となるだろう。 

そうそう、東京出張があったので、秋葉原へ寄り秋月電子でちょうど良い値のメーターを購

入してきた。電流計 300mA、1A、電圧計 30V。これで電流計は 2Aから 300mA に、電圧計は 20V

から 30Vへ変更だ。 

 なんかおかしい。元はというと、余っている電流計やトランスなどを眺めて製作しようと

思ったのに、余計な部品がどんどん増えてくる。と同時に色々と夢が湧いてくる。これぞ本

当に好きな趣味なんだな。 

 

 

メーターを取付。 

こんな感じ。 

 

 

 



 

電圧計は 30Vを、電流計は 300mAのものを

取り付けた。 

 

 

 

電圧調整用 VR1KΩとその下の方に LEDを取

付、取手も付ける。 

 

 

 

 

 

茶色の取手。 



専用取手を買うと 600円～1000円ぐらいする。DIYショップで鉄製のもの１ヶ 60円。1/10

の価格だ。ボルトは６mm。 

 

さらにつまみも付けて完成。 

まだゴム足が付いてなかったな。 

 

 

誤配線、未配線がないかチェックし、テスターで調べられる所は調べる。電源 ONはもう一度

確認してからだ。電解コンデンサのパンクなんてことはいやだからな。 

スイッチ ON。最小電圧 1.2Vを

指しているはずなんだが、1.5V

に見える。 

 

最大値は 20Vを超えているのでよしとしよう。 

 

 

 

 



ロータリーSWでの切り替えは、 

 1.2-7.5V 

 6-12.5V 

 11-17.5V 

 14.5-20.5V 

と書き込んだ。 

最後に日付を書き込んで終了。 

ゴム足？、もういいよ。省略。 

  

2012.10.2 

考察 

 実際にテスタで比較測定した。最低電圧がどのくらいか。

 DC10Vレンジで 1.5Vと読める。本当かな。 



2.5Vレンジに切り替える。 

 1.3Vだ。正確なデジタルテスター

がないので、安物ならあるが、アナログの方が正確と思っているので安物だがアナログテス

タで測定した。 

 それぞれ製作した電源のレンジを切り替えて測定してみた。 

切替 SWを 1.2-7.5Vにして調整用 VRを最小に 

テスタ DC2.5Vレンジ 

 上記の図。1.3V 

テスタレンジ DC10Vにして調整用 VRを最大に 

 7.5Vぐらい。 g 

 



切替 SWを 6-12.5Vにして調整用 VRを最大に 

  

切替 SWを 11-17.5Vにして調整用 VRを最大に 

  

切替 SWを 14.5-20.5Vにして調整用 VRを最大に 

  

すべて調整用 VRと切替 SWの組み合わせで 1.3V-20.5Vを連続カバーできる。 

 気に入らない点は、切替 SWを切り替える度に電圧計が一瞬高い方へ振れてしまう。特に低

圧レンジにする時に振れ幅が大きくなる。電解 Cに残った電気を逆流しないようにシリコン



ダイオードの保護を入れたのになあ。平滑用電解コンデンサを 5600μFと大きくしたからか

なあ。まあそんなに気にすることないか。 

 また LEDの点灯が SWを切っても電解 Cに溜まった電子が抜けるまで数秒光り続けている。

もちろん電圧計も電子が抜け切れるまで針は戻らない。 

 

前面パネルを 0.8mm厚にしたのは失敗だった。強度が持たない。加工が大変でも 1mm厚にす

べきだった。シャーシが小さいので、取手を付けた部分が弱い。 

 

ターミナルにジャックを差し込む時や、本体を持った時など力がかかるとペにゃペにゃと曲

がってしまう。シャーシとパネル面の幅が同じなら解決できる。三角板などで補強してやれ

ばよい。 

 それより、最初からシャーシを使わず、汎用ケース PS-4あたりを使った方がよかった。電

源は割と乱暴に扱うので鉄板のケースが良い。ただ加工が大変だ。秋葉原のラジオデパート

のケース屋さんに、メーターの穴開け加工を有料でやってくれる店があった。３８φのメー

ター用穴開け加工１つ７００円と書いてあった。高いか安いかは自己判断だ。鉄板のパネル

なら迷わず有料で加工してもらった方がいい。鉄板だと高くなるのかどうかは確認していな

い。ただ見本では本当にきれいに美しく加工してあった。10.3.2012 


