
最近はカラオケがブームで、ど

こに行ってもカラオケ装置にお目

にかかる昨今です。そして、この

カラオケ装置につきものなのが、

マイクについているエコーです。

このエコーは、電気的にやるに

は音声信号を遅らせてやり、これ

をもとの音声信号と合成します。

そこで、電気的に音声信号を遅ら

せるのに使われているのが、BBD

という IC です。

BBD というのはバケット・ブリ

ゲード・デバイスのことで、BBD

の中では人間が水を運ぶときにや

るバケツ・リレーのようなやり方

で音声信号を伝えていくようにな

っています。そこで、何回バケツ・

リレーをやるかによって、128 段

とか 256 段、1024 段といったよう

な BBD が用意されています。

BBD の中では、このようなこと

が行われているのですが、今回使

用する1024段のMN3007であれば

第 1 図のようなことになります。

これでわかるように、BBP の中

で行われるバケツ・リレーは、ク

ロックの周波数に合わせて行われ

ます。ですから、クロックの周

BBDで音声を遅らせる
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波数を低くすればバケツ・リレー

はゆっくりになり、したがって遅

延時間は長くなります。

しかし、クロックの周波数には

限度があり、MN3007 では約 10～

100kHz となっています。そこで遅

延時間のもっとも長くなる 10kHz

のときをみてみると、1024 段の

MN3007 では 51.2ms となります。

さて、VOX では普通のやり方だ

と、頭切れの問題がついてまわり

ます。これは、音声がはいってか

ら VOX が働くのですから、ある

程度はしかたのないことです。

そこで、VOX の頭切れを完全に

なくす方法として、VOX が働いて

送信機が動作するまでの間だけ、

音声信号を遅らせることが考えら

れます。

これから作る頭切れのない

VOX では、音声信号を遅らせると

ころに BBD を使ってみようとい

うわけです。

第 2 図が、これから作る VOX

のブロック図です。これでわかる

よう、VOX そのものの音声リレー

部と、音声信号を遅らせる音声信

号遅延部からできています。

音声リレーのほうは、音声信号

を整流したあと、コンパレーター

を使ってリード・リレーを働かせ

ます。

音声信号遅延部は BBD を使い

ますが、ここでは BBD のあとに

LPF が必要になります。

第 3 図が、これから作る「頭切

れのない VOX」の回路です。

まず、IC1-1の OP アンプが、音

声リレー部と音声信号遅延部に共

通の増幅器です。

この増幅器は非反転増幅器で、

ゲインはほぼRf1とRf2の比で決ま

ります。Rf1 を 100kΩ としたとき、

Rf2 が 330Ω だと約 300 倍、220Ω

だと約 450 倍、100Ω だと約 1000

倍（60dB）になります。

本器では Rf2 は 220Ω にしまし

たが、ゲインが不足するようでし

たら 100Ω にします。あまりゲイ

ンを大きくとると動作が不安定に

なりますが、1000 倍くらいまでは

うまく働きます。

つづいて、IC1-2と IC1-3が音声リ

レー部です。IC1-2 が整流で IC1-3

がコンパレーターとなっています。

VR1 は、コンパレーターの基準電

圧を設定するためのものです。

LM324 の最大出力電流は、15～

20mA といったところです。です

から、10mA くらいで働くリード・

リレーなら直接働かせることがで

きます。

つぎに、音声信号遅延部にいき

ましょう。IC2のMN3007がBBD、

VOXの作り方
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IC3 の MN3101 がクロック発振器

です。

BBD のほうは、MN3007 とまっ

たく同じピン接続となっていて差

し替えて使えるものに、MN3006

（128 段、遅延時間は最大 6.4ms）

や MN3009（256 段、遅延時間は最

大 12.8ms）があります。BBD は段

数が増えるととたんに高価になり、

MN3006 や MN3009 が 1000 円以下

なのに対して、MN3007 は 1500 円

くらいします。もっとも、やはり

それだけの働きはしてくれるわけ

ですが…。

最後に、IC1-4のOPアンプがLPF

です。これはアクティブ・ローパ

ス・フィルターで、カット・オフ

周波数はほぼ 3kHz です。

では、第 3 図に示した部分をそ

っくりプリント板の上に作ること

にして、部品を集めましょう。

第 1 表が、プリント板の組み立

てに必要な部品の一覧です。

MN3007と MN3101 は MOS型だ

ということもありますし、MN3007

は、あとで MN3006 や MN3009 に

差し替えてみたいということもあ

りますので、ソケットを使うこと

にします。

ダイオードの 1S1588 は、シリ

コン・ダイオードならばなんでも

OK です。

リード・リレーは、プリント板

に取り付けやすいように、DIP タ

イプのもの（第 4図参照）を使い

ました。その他にはむずかしい
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部品はありません。

では、プリント板の加工をしま

しょう。第 4 図が、プリント板の

プリント・パターンです。回路図

のわりには、小形にまとまってい

るでしょう。これは、IC のおかげ

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しょ

う。IC2 と IC3は、最初にソケット

だけを取り付けておき、全体の組

み立でが終わったところで IC を

ソケットに差し込みます。

プリント板の組み立てが終わっ

たら、ちょっとテストをしておき

ましょう。

実は、BBD を使ったエコー装置

などをみると、BBD の前とあとに

LPF（ローパス・フィルター）が

はいっています。そこで、本器を

みると第 2 図でわかるようにあと

のほうには、LPF がはいっていま

すが、前のほうにははいっていま

せん。

そこで、増幅のところでそれと

なくLPFの特性を持たせることに

したのですが、その結果が第 5図

です。

まず、IC1-1の増幅器の周波数特

性ですが、ここでは 60dB 近いゲ

インを稼いでいるせいで、なにも

しなくても高域はどんどん落ちて、

自然にローパス・フィルターの形

になっています。高域の落ち方は

Rf2 が 330Ω の場合にはもう少し

よくなり、100Ω にして 60dB ほど

のゲインを稼ぐともっと悪くなり

ます。

  IC1-4のところの LPF は、ちゃん

としたアクティブ・ローパス・フ

ィルターですから、ご覧のように

みごとな特性になっています。

では、入力の端子にマイクをつ

なぎ、音声を入れない状態で VR1

を回してみましょう。すると、ほ

ぼ中央あたりでリレーがカチンカ

チンと ON/OFF するところがあ

るはずです。そこで、リレーが

OFF になったすぐのところに、

VR1をセットします。

準備ができたら、マイクに向か

ってしゃべってみましょう。この

とき、リレーがカチンと働いて

ON になれば、音声リレーは成功

です。

音声リレーでは、音声がなくな

ったあとリレーがすぐに OFF に

ならないよう、ディレイ・タイム

をとる必要があります。このディ

レイ・タイムの長さを決めるのが、

IC1-3 の＋端子（ピン 5）につなが

っている 1μF のコンデンサーと

10MΩ の抵抗器で、これらの値を

大きくするとディレイ・タイムが

長くなり、逆に値を小さくすると

ディレイ・タイムが短くなります。

ディレイ・タイムの長さがもし

気に入らなければ、これらの値を

いじってみてください。

音声リレー部が OK でしたら、

つぎは音声信号遅延部のテストで

す。OUT の端子に 1W くらいの出

力が出るオーディオ・アンプをつ

なぎ、ヘッドフォーンをかけてマ

イクから音を入れてみます。ちょ

っとパチンと指を鳴らしてみてく

ださい。このとき、直接聞こえて

くる音と、少し遅れてヘッドフォ

ーンから聞こえてくる音の二つが

はっきりわかるでしょう。

しゃべった音声では、あまりは

っきりしませんが、でも注意して

聞けばヘッドフォーンからの音が

遅れて聞こえてくるのがわかりま

す。
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音質のほうはLPFを通ってきま

すから、高域のカットされた有線

電話なみの音です。

音声信号遅延部のほうもうまく

働いたら、ケースに納めることに

しましょう。

第 6 図が、ケースに納める場合

の全体のつなぎ方です。ご覧のよ

うに、マイクは無線機のものを使

うのではなく、別なダイナミッ

ク・マイクを使うようにしてあり

ます。もし、無線機のマイクを使

ってスイッチを OFF にしたとき、

スルーになるようにしたいときに

は、7 月号で紹介したマイク・リ

モート・コントローラーを参考に

してください。

なお、無線機につなぐマイク・

コネクターは、自分の無線機に合

わせて用意しなければなりません。

第 6 図は、私の現用中の TS-820

用で、完成したところで早速つな

いで使ってみました。TS-820 には

モニターの機能がありますから、

モニターしながら ALC メーター

を監視し、出力調整用の VR2を調

整しました。

  さて、その結果ですが、やはり

MN3006 や MN3009 では、ほとん

ど効果はなく、MN3007 でやっと

効果がわかる程度でした。そのよ

うなわけで、完全に頭切れなしと

いい切るものを作るには、2048 段

の MN3008（最大遅延時間 102.4ms）

や 4096 段の MN3005（最大遅延時

間 204.8ms）を使う必要がありそ

うです。ただし、この二つの IC

は MN3007 とは形が違うので、ソ

ケットに差し替えてテストをする

というわけにはいかないのが残念

です。

なお、この VOX はテープ・レ

コーダーのオート・スタート用に

も使えます。実験してみましたが、

うまく働いてくれました。
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