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価格 450,000円 (」 RL‐2000F,JRL…2000FH共 )

DXler達 は、リエアアンプに満足しているだろうか?・・・こんな疑間が」RL-2000F/FHの設計

の出発
`点
で九 操作が面倒で重く、騒音が大きいといった真空管方式の欠点や、出力余

裕がなくIMD特性が悪いといったトランジスタ方式の欠点をひとつひとつ解決しながら、JRC
が世界に誇る業務用大型送信機の設計技術をベースに、妥協を許さない贅沢設計を行

い、究極のリエアアンプを誕生させました。

48本ものパワーMOSFETを組み込んだ低歪で出力余裕のあるヘビーデューテイPAと、1808

チャンネルのメモリーを持つ高速オートマチックチューナーカヽ 突然のDXチャンスを確実にと

らえます。さらに、ACライン電流を小さく抑えたPFC搭載高効率スイッチング電源の採用、

オートマチックアンテナセレクター、ワイヤレスリモコンなどきめ細かな配慮がなされています。

」RL-2000F/FHは JRCが 自信 を持ってトップDXlerに贈る、世界で初めてのMOSFET HF
リエアアンプで現
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RFパワーMOSFET48本 搭載

PAユニット|こはド1/4ン 電圧60V(JRL 2000FH

は80V)で 動作する12本のパワーMOSFET
(2SK408/2SK409)を並列接続した広帯域アン

プを4回路装備していま魂 これら4台のアンプの

出力をハイブリッド電力合成していますから、パ

ワーク ナミックレンジは十分(質の良い出力が

得られま魂 パワーMOSFETは 直線性に優れ、

高次IMDが少なく、高周波特性が良好のうえ、

負の温度係数を持つために熱暴走がなく、並列

接続レ :もバランス良く動作しま現 さらに、過電

流、過出力や熱ストレスに強いなこ 数々の特長

を持つ理想的なパワー″ イヾスで魂

SEPP方 式の低歪PA

従来のトランジスタ方式の広帯域増幅回路では、

バイポーラTRの持つ低入カインピーダンスや

NFB(負 帰還)のため、入力回路のインピーダン

ス整合が不完全0また、トランス結合によるプ

ッシュプル回路は、波形合成時に生じる位相遅

延のために出力波形に歪が生じるなどの宿命的

な問題があり、HFバンド全域にわたうて良好な

IMDと低い高調波歪の出力を得ることができま

せんでした。JRL-2000F/FHの PA回路では、絶

縁ゲート型MOSFETの入力容量をLPF(ロー

●プッシュプルPA回路

パスア ルタ)型ネットヮークにより整合を取ると同

時に、位相合成トランスを使わない電流合成形

のSingle Ended Push―Pd(SEPP)回 路を出力

回路に採用することにより、従来のPAでは考え

られなかった低IMD(」 RL-2000F:500WPEP

出力時 -40dB以下、JRL‐2000FH:lkWPEP

出力時 -35dB以下)と低高調波歪を実現しま

した。

遅感型クーリングシステム

少数のパワートランジスタで大出力を得るパワー

アンプでは、放熱器に集中して熱が与えられる

ため、熱応答の早いヒートシンクを使づて強制空

冷せざるを得ませんが、JRL‐2000F/FHでは48

本ものMOSFETを熱時定数の大きい高質量ヒ

ートシンクに熱分散してマウントすること0高 い

放熱効果を得ていま魂

この放熱器は、温度上昇時間が長いため、放

熱器の温度を検出して動作するクーリングファン

の動作を限界まで遅らせることが可能で魂 従

づて、通常のSSBや CWなどの間欠運用では、す

ぐにファンが回転し始めることがなく、回転時間

も短いなどの特長を持づていま魂 一方、SSTV

やRTTYなどの連続運用では十分な放熱能力

を発揮し、ヘビーカ ーシ 運用が可能であるな

a強制空冷とファンノイズの二面を十分考慮し

た新クーリングシステムで魂

エキサイターを選ばない周波数自動計測方式

エキウrターから入力される励振電力の周波数

を内蔵のカウンターが瞬時に読み取り、バンドを

自動選択する周波数自動計測方式を採用し、

リニアアンプにつきものであったバンドスイッチを

追放しました。

どんなエキツ ターを使づても特殊なインターフェ

ースが必要なく、ベアフット感覚でハイパワー運

用が楽しめま現 さらに、HFトランシーバーJST‐

145/245と 組み合わせて使えば完全運動しま魂

オートマチックアンテナセレクター

」RL-2000F/FHで は4本のアンテナの接続、選

択が可能で魂 ハムバンドに運動して自動的に

常用アンテナを選択しますから、QSYのたびに

アンテナスイッチを操作する必要がない上に、バ

ンドの違うアンテナが接続されるミスもありません。

瞬間QSY・ オートマチックチューナー

CPU制御により整合回路の構成素子をバイナリ

ーに可変する、瞬時切換型全自動アンテナチュ

ーナーを搭載していま魂 自動同調により得られ

たアンテナとの整合データは、HF帯を452に分

害IしたバンドX4アンテナ分、計1808チ ャンネルの

メモリーに記憶されま魂

これらのデータは瞬時(01秒以内)に再現します

から、周波数やアンテナ変更の度の同調取り直

しは全くなく、QSYは 自由自在、DXコンテストな

どでは強力な味方で魂

TUN● スイツチで自動同調スタート、整合デー

タをメモリーに書き込みま魂

●ITIIスイッチで周波数自動計測スタート、メ

モリーからデータを読み出しま魂

フリレブレークイン対応

並列接続した小型高速リレーを使用し、さらにリ

レー回路をシールドケースに納めるなa信頼性、

高周波特性と低騒音を考慮したフルブレークイ

ン回路を装備していますのO CWは もちろん、

AMTORやパケット通信などの高速データ通信

にも十分対応できま魂

動作状態が―日でわかるイえ著ケーター

2個の大型内照式メーターが電圧、電流、ALC
レベルの他にピークホールドされた出力電力と演

算によるアンテナのSWR値を指示しま魂 パネル

中央の2桁 7セのスントLEDは動作中の周波数

(バンド)を表示する他、プロテクション回路が作

動したときの警報の内容や、動作途中でのメッ

セージを表示しま魂

また、二色発光のLEDがドライブレベルの状

態 10RllVEl(良 好:緑、過入力:橙)とチューナ

ーの整合状態IMATCHl(良 好:緑、不良:橙 )

を示すなこ 動作状態が一日でわかるイン,ツケ

ーターを採用していま魂

アクティブ平滑回路によるPFC搭載高効率

スイッチング電源

大電力機器を単相AC電源で使用した場合、

AC入力電流はコンデンサ入力型の整流回路に

スパイク状に流れてノイズを発生するとともに、電

流値が増大瞑 力率は50～60%になづてしまい

ま魂 このため従来のリニアアンプでAC100Vか

らDClkW入力を得ようとする場合、16～20Aも
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● IMD特性例 (」 RL‐ 2000F)
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