
モノサシ,ハカリ,マス,時計,そ

して磁石をのぞいたあらゆる測定器の

中で,もっとも普及している--とい

ったら,露出計やスピード･メータの

メーカーからは,おこられるかも知れ

ませんが,ラジオ技術をお読みになっ

ている方なら,必ずもっていると断言

できる測定器"テスター"です.

チッボケな箱のクセに,電圧,電流

そして抵茄が測定できるのですから,

われわれにとってテスターくらい"便

利ざ'と"値段''比の大きいキカイは

だがテスターはここ

少いでしょう.このテスターも時代と

ともに進歩してきて,測定の範囲もグ

クと弦大されました.

プリアンプのEDに対する

テスター内部抵抗の影響

テスターを用いていちばん不正確に

なりやすい電圧は,一般にはオーディ

オ･アンプの前段, CR結合回路のEp,

EsGとされています.内部抵抗の低い

第2図-テスタを接続し†こためのEpの変化　　テスター瑚掟箇所
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に接なぐと,第1図

のようにテスターに

電流が流れて,測定

点の電圧を狂わせて　築

しまうため,できる

だけ高い内部抵茄の

テスター,またはパ

ルボルを用いて測定

することが必要とさ

れています.

いったい,どの桂

度の内部接薪をもっ

たテスターなら,実

用上支障なく測定で

きるのでしょうか?

ご存知のようにテス

ターの電圧計として

の内部攫抗(感度)

は何kO/V　という

岸　　　　清

単位で表わされ,たとえば5kO/Vの

テスターでは, 1200Vのレンジは1200

×5-6000(kQ),つまり内部抵抗6M

nです.

ところが,同一のテスターで6Vの

レンジは,わずかに6×5=30,つま

り30k(1の内部抵抗しかないことに7.-

ります.このように同一のテスターで

もレンジによって,内部薗抗がことな

り,高電圧のレンジほど高い内部抵抹

となるので,同じインピーダンスの場

所を測っても,誤差が少ないことにな

ります.

第2図は一般のHトFiプリアンプ

回路の測定に,許容できる誤差の範囲

ど,テスターの感度･電圧レンジとの

緒頭擬胃韻語鰯熊轍-鍛頴嫌鰍醗熊登

第　1　図

関係を示したものです

図の見方を説明しましょう.図のな

かどころを斜に走る線に``誤差5 %C3

極管)"と記入してあります.これはこ

の線より上のレンジ(例えば内部抵抗

10kO/V　のテスターではフル･スケー

ル120V, 300V　などのレンジ)を使

用すれば, 3極管cR結合回路の　Ep

を測るために,テスターを接続したこ

とによって生ずるEpの狂いが, 5%,

以内ですむことを示しています-
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テ　ス　タ　ー付属の各種　プ　ロ　ー　ブ

ってしまいます(H社のSUⅡA,TS

など,この現象を生じないように設計

されたテスターもあります).

高周波抵抗を1本いれて,テスター

にRF電圧が加わらないようにしたプ

ローブを1本作っておくと,このよう

なときにとても便利で,セットを動作

させた状態で,同調もずれずに測定で

きます(第5図).

このプローブはバルポルのときも真

空管の保護のために必要で,テスター

にはすでに附属しているものCH社の

TS.SU-HAなど)もあります.プロ

ーブの名前は, mプローブ, VTGプ

ローブ, Igプローブ,フック･プロー

ブといろいろに呼ばれていますが,杏

なだいたい同じ作用です.

プローブのなかに入れる抵抗の価は

メーカー品ではそのプローブの適合す

るキガイに合わせて60k0-1MQで

すが,自作されるばあいは10-200

knが適当でしょう.このプローブを

用いると,その分だけ電圧計の内部壁

抗が変ってきて感度の補正をおこなわ

なければなりませんが,市販品ではH

社M-70のようにテスター内部で衛正

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

iグリッド抵抗の値kJ自50i30120

終段Epなどがあります. NFBを極

限までかけた時など,パワー管のプレ
ートにテスターを触れただけでNFB

ループの位相ずれを起して,高域発振

をおこすことがあり得ますが,このプ

ローブを使用して測れば,発振のキケ

ンはまずありません.ハム用送信機の

調整にももってこいで,私は発振段の

Epから終段(807×2)のEpまで,

タンク･コイルのホット･エンドで気

やすく測っています.

さらにチューナの局発など,グリッ

ド電流の測定にも不帰できます.第6

回のように,このプローブをつけたテ

スターを電流計レンジ(または低電圧

計レンジ)にして測定し,メータの読

みとプローブの抵抗値,グリッド･リ

ークの値の比から計算できます.この

方法はいちいちグリッド･リークを外

さないですむので便利です.市販のH

･5回7･5i 5

第1表-Rg　とフル

してしまうものと,チャートによるも

のがあります.

RF電圧のあるところ

プローブを用いるべし

このプローブの用途は, RFやIF

増幅管のEpを測るだけでなく,実に

多方面にわたっています.同じように

電圧を測るはあいに　Hiゼiアンプの

･スケール電流値

社のテスターは,第1表のようなチャ

ート(この表はSUHA形のもの)を

そなえ,よく使用するグリッド･リー

ク値で,読取りに便利(20kQでフル･

スケール1.2mA)なように設計され

ています.

AVCの電圧測定には

バルポルが必要か

第5図-第6図-第7図 iFC°NVIF 
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オーディオのプリアンプより

ら,テスターにとっての泣きど

ころは実はAVCCTVではAG

C)回路です.この回路はイン

ピーダンスが数MJともあって,

パルボルですら,内部蛮抗ll

MOの一般品で1割の誤差を生

じますし,おまけに電圧が低い

のです.

ところがアリガタイことに,

この回路は必らず真空管のグリ

ッド回路に接がれています. Eg

が変化すればIpが変化します.

そこで逆にIpを測れぎEgが

ラ　ジオ技術
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第9図-RF用　プ　ロ　ー　ブ
顎撥　ら, 100倍の電

倍率切換回転式　プ

一般には高周波が存在しているかどう

かを知れば,充分なばあいも多く存在

します.このはあいには吸収形波長計

式?の,つまりテスターのDCマイク

ロ･アンメータ･レンジと鉱石検波器で

も充分実用になります.検波器として

はゲルマニウム･ダイオードなら申し

分なしですし,ジャンク･ボックスの

中にゴロがッている,方鉛鉱などの鉱

石検波器でお充分に使用できます.

デスヌーをメカーとして

使用する方法

テスターの墳抗計レンジは,200Mfl

まで自蔵電池で測定できるM-70 CH

荏)などの例外もありますが,一般に

は1-10MO止りで,パルボルにくら

ぺてはるかに低い抵抗しか測定できま

せん抵抗計の倍率器を,もし100倍

にできれば,測定範囲も100倍高抵抗

まで拡大されるのですか,困ったこと

にメータ感度は同一なのですから倍率

器を100倍にするためには,電源電圧

も100倍にしなければなりません.

テスターの抵抗計電源電池は,1.5V

か3 Vを使用するものが大部分ですか

圧は150Vある
ロ~フ　　　　　いは300V C直

演)となります.このていどのDC電

圧は,幸いなことに我々の身近に存在

しています.つまり,セット(Hi-Fiヲ

ンプやTV,また通信形受信機でもナ

ミヨンでも)のB電圧はちょうどテス

ターの抵抗計レンジを, 100倍に拡大

するばあいの電源として,使用できる

わけです.も　の0

ちろん,ピッ

タリ300Vと　00

いう電圧は探

しでもなかな

か存在しませ

ん.だが,う

まいことにテ

スターには必　　20

らず,ゼロ･

オーム･アジ　　0

キスタがつい

坑計を100倍に砿大するための倍率器

を自蔵していますが,使用できるB電

圧は250一端OVと,かなり広範囲にな

っています.この種のテスターでは,

測定は単に第10図のように, B電圧に

テスターを当てて(マイナス側のテス

ト格は点線のとおり接続する),フル･

スケールを指示するように,ゼロオー

ム･アジャスタを調整さえずれば,ら

とは第10図実線のように測ろうとする

テスタ内部港坑(KO)　　　　　　テスタ内部抵坑(KQ)

ていて,電池　　　　　第13図一直流を流さぬはあいのしの値

の電圧が変っても,捜抗計を使用する

のに,支障が生じないようになってい

ます.

ですから,電源として用いるB電圧

ら,ピッタリ300Vでなくてもかまわ

ないわけです.テスターのなかには蜜

抵抗にテスト棒をあてて,測定ができ

ます.

一般のテスターでは倍率器を作らな

いと測定できません.倍率器を決定す

るためには,まずテスターのDC電圧

目盛のハーフ･スケール(フル･スケ

第11図-コンデンサの容量を測定する方法　　　　　　第10図-メガーと　しで使うばあい

ACライン 
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-ル6Vなら3V)の線と一直線に並

んでいる(たいていは真上にある)抵

抗計のスケールを,最高抵抗レンジで

読みとります.この読とり値を99倍

したものが,必要とする倍率器の値で,

テスターに直列に挿入することにより

使用できます.

抵窃計のときの

測定電流はどのくらいか

トランジスタやゲルマニウム･ダイ

オード回路を抵抗計で測定するとき,

どれくらいの電圧,電流が加わってい

るのか知りたいはあいがあります.ら

ちろん韻抗計の電池が消耗すれば詣針

が同一の位置を示していても,流れて

いる電流は減少するので,極めて大ザ

ッパな値しか知ることはできません.

S社の305-TRではこの目盛が記入さ

れていますが,一般のテスターでも簡

単に換算することができます.

まず,テスターで測定しながら, D

C電圧計目盛で,電池の電圧をフル･

スケールとして読みとります.この値

がテスターに加わっている電圧ですか

ら,測っている"物体Ⅹ''に加わって

いる電圧は,電池の電圧から読とった

電圧を引いた差の電圧となります.

つぎに負荷電流を求めるには,前の

項で説明したハーフ･スケールの抵抗

値で,電池電圧を割ります.この求ま

った値をフル･スケールとして,テス

ターのDC目盛を読めば,これが負荷

電流となります.いずれのはあいにも

精度は目盛られたテスターとまったく

第12図-チ

考までにH社のテ! H B

スターについての

蛮抗計フル･スケ

ール電流値,およ

び電圧値CO点最

大,フル･スケー

ルが0)を示しま

した.

テスターは

Cメータに

もなる

テスターを,局

波数の判明してい

｡器lKMt議

RT.oKI鰐ll擢
(TSの4.5Vは, ACI`Aの目盛を2倍して読む)

羅憎慌宝
第2表一測定レンジと亀庄電流値の一例

ら(電灯線の周波

数を東日本で50%西日本で60%とみ

なすのかいちばん手じかです) AC電

源と組合せると,コンデンサの容量を

測定できます.測定の方法は,第11図

のようにまずテスターのACレンジで

電圧を測定してから,テスト棒に直列

にコンデンサを挿入し,指示の比から

容量を求められます.最近のテスター

は,容量の目盛が入っているものかず

いぶんありますが,ただ目盛を記入し

てあるだけでは,測定電圧がプラつく

ど,指示が狂ってしまうので, H社の

テスターでは独立のコンデンサ測定レ

ンジを設けて,ゼロ･アジャスタによ

り調整ができ,電源電圧が変っても測

定に支障がないようにしてあります.

容量の目盛のないテスターのため

に,第12図として50%地域用, 60%

地域局の,テスター内部抵坑と指示値

の関係グラフを示しました.

Lをはかるときは?

同じ方法で,コイルのインダクタン

スも測定することができます.コンデ

ンサのはあいと異なり,通常使用する

AFコイル類のリアクタンスがあまり

大きくないので,測定には　5-6.3V

といった低圧レンジが用いられ,まγこ

故意にテスターの内部抵茄を低下させ

て使用するはあいもあります.第13図

はインダクタンス目盛のないテスター

に使用して,テスター指示からインタ

クタンスを求めるグラフで,第12図と

同じにコイルを挿入しないときの指示

を, 100として目盛ってあります.さ

千,次ページをこらんください.
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