
マイク・コンプレッサー

のこと

世の中には、どんなに技術が進

歩しても、また人々の趣向が変わ

っても、いつの世にも受け入れら

れるべーシックなものがあります。

その一例は、工作好きな少年たち

が最初に取り組むラジオです。

それは、あるときはゲルマ・ラ

ジオであり、またあるときはレフ

レックス・ラジオと、けっして高

級なものではありません。

このようにラジオが今でも永遠

のベストセラーとしての立場を保

マイク・コンプレッサー

のこと
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っているのは、簡単に作れてその

成果がすぐわかるからでしょう。

ラジオ放送は全国どこでも受信で

き、完成すればすぐに放送が受信

できます。

ゲルマ・ラジオにつないだクリ

スタル・イヤフォーンから、たと

えかすかでも放送が聞こえたとき

の少年たちの感激は、私たちの初

QSO に通ずるようにも思います。

さて、ハムのほうのベストセラ

ーといえば、やはりマイク・コン

プレッサーでしょう。比較的簡単

に作れて、効果がすぐにわかると

いう点では、ちょっとラジオに似

ています。

このページでも1980年1月号と

1981 年 1 月号でマイク・コンプレ

ッサーを作りましたが、ここしば

らくはやっていなかったので、久

しぶりにマイク・コンプレッサー

を作ってみることにしました。

さて、今月作るマイク・コンプ

レ ッ サ ー は 、 モ ト ロ ー ラ の

MC1590 という IC を使います。

実は、この IC でマイク・コンプ

レッサーを作ってみようと思った

のは、モトローラのリニア IC デー

タブックの中に示されていた第 1

図のような応用回路をみつけたか

らです。

そこで MC1590 を簡単に紹介し

ておくと、この IC は AGC つきの

広帯域増幅器で “RF/IF/AUDIO 

AMPLIFIER”とオーディオもその

守備範囲にはいっています。そこ

で、このような応用回路の登場と

なったのでしょう。

なお、ゲインは60MHzで45dB、

100MHz で 35dB もあり、AGC 範

囲は 60MHz で 60dB もとれるとい

うわけで、オーディオに使うには

いささかもったいないのですが、

とにかくやってみることにします。

第 1 図にもどって、MC1590 に

は差動アンプが 2 段はいっており、

出力はピン 5 と 6 に二つ出ていま
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す。そこで、一方の出力を AGC

用に使っており、これはなかなか

うまい手です。

Tr1 はこの出力をさらに増幅す

るもので、R1 を変えることによっ

て、MC1590 の AGC 端子であるピ

ン 2 の電圧が変わります。なお、

AGC 電圧が変わると AGC 電流が

変わりますが、AGC 電流と AGC

のかかり方の関係は第 2図のよう

になっています。

  ダイオード D1は整流用で、何を

使うかは示されていませんが、常

識からいってゲルマニウム・ダイ

オードを使うことになるでしょう。

Rx と Cx は整流のあとのフィル

ターで、この値によってアタッ

ク・タイムが決まります。また、

Cx と第 1 図の R2により、ディケ

イ・タイム（レリーズ・タイム）

が決まります。

  マイク・コンプレッサーとして

は、ファーストアタック・スロー

レリーズが理想ですから、実際の

製作にあたってはそのように Rx

と Cx を選びます。

R3はAGC電流を決めるもので、

第 2図では RAGCの範囲は 100Ω～

100kΩ の範囲となっています。

また、データブックには R1をい

ろいろ変えた場合の入力対出力特

性が出ており、これまでマイク・

コンプレッサーとして使えるかど

うかを判断することになるのです

が、実際に作ってみたときの実測

値とよく一致していたので、ここ

では紹介をやめました。

マイク・コンプレッサー

の作り方

では、MC1590 を使って実際に

マイク・コンプレッサーを作って

みることにしましょう。

実は、MC1590 は最初に紹介の

ところで説明したように、VHF ま

で使える優秀な IC なので、1,000

円以上もしてかなり高価です。

そこで最初は、もう少し性能が

悪くてもいいから同じように使え

る安価な IC はないかと思ってさ

がしてみたのですが、今のところ

はみつかりませんでした。

第 3 図が、実際に製作するマイ

ク・コンプレッサーの回路です。

回路は第 1 図とほとんど同じです

が、トランジスタやその他の部品

は現実に入手できるものに変えて

あります。

それから、第 1図で半固定抵抗

器になっている R1 と R3 は、完成

したところで入力対出力特性を測

定してみた上で決めることにして、

固定とすることにしました。第 3

図の値は、そのようにして決めた

ものです。このあたりのくわしい

説明は、あとで、することにしま

す。

では、第 3 図の回路をプリント

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表です。

まず、MC1590 は以前はかなり

マイク・コンプレッサー

の作り方
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入手が容易だったのですが、今で

は品薄になっているようです。こ

れは、あまりよく売れる IC ではな

いため、販売店が売り切れたあと

に補充をしないためかもしれませ

ん。

私は若松通商の秋葉原店（秋葉

原ラジオ会館 4F）で買いましたが、

ここにはまだあるようです。

MC1590 を除くと、そのほかに

はむずかしい部品はありません。

部品がそろったら、プリント板

を作りましょう。第 4 図が、マイ

ク・コンプレッサーのプリント・

パターンです。プリント板の加工

が終わったら、部品を取り付けて

組み立てます。

プリント板が完成したところで、

入力対出力特性を調べてみました。

まず、R1を 47kΩ に固定し、R3を

1～15kΩ の間でいろいろと変え

てみたのですが、ほとんど特性に

変化がなかったので、R3は 3.3kΩ

とすることにしました。

つぎに、R1 を第 1 図にしたがっ

て 33～100kΩ の間で変えてみた

のが、第 5図です。この結果から、

R1は 33kΩ ということにしました。

なお、R1 をさらにへらして 22kΩ

にしてみたら、正常に動作しなく

なりました。

これでプリント板ができたわけ

ですが、もしオーディオ・アンプ

があったら、マイク・コンプレッ

サーにマイクとともにつなぎ、ヘ

ッドフォーンで音を聞いてみると

いいでしょう。すると、マイク・

コンプレッサーが働いている様子

がよくわかります。

それから、マイク・コンプレッ

サーの動作状態は、第 3図に示し

た AGC 電圧、すなわち Tr2 のエミ

ッタ電圧を測ってみるとわかりま

す。AGC 電圧はふつうは 4V くら

いですが、音声がはいると 6V く

らいまで上がり、AGC がかかりま

す。マイクに向かってしゃべった

とき、AGC 電圧が 4～6V の間で変

化すれば正常に働いていることに
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なります。

おっと、ひとつかんじんなこと

を忘れていました。それは、レリ

ーズ・タイムを決める Cx の値の

決定です。

レリーズ・タイムは、実は AGC

電圧を測っていると、音声がなく

なったあとの AGC 電圧の変化の

具合でわかります。このようにし

て決めたのが、第 3 図に示した

47μF という値です。なお、Cx が

47μF だと、アタック・タイムは

ちょっと長めになってしまいます。

プリント板が完成したところで、

ケースに入れてみましょう。第 6

図に、ケースに入れる場合の全体

のつなぎ方を示しておきます。

まず、マイク・コンプレッサー

のようなマイクロフォーンとトラ

ンシーバーの間につなぐ付加装置

では、マイク・コネクターの問題

があります。

マイク・コネクターは以前は 4P

のものが標準だったのですが、最

近では各種のリモコン用の端子が

ふえて、8P のものが主流になって

います。

そして、4P 時代のコネクターで

はピン接続がだいたい統一されて

いたのですが、8P のものはメーカ

ーによってピン接続が違っていま

す。

そのようなわけで、マイク・コ

ネクターの種類とピン接続の方法

は、自分のトランシーバーに合わ

せてやらねばなりません。

つぎにスイッチ（SW）ですが、

スイッチ OFF のときにスルーに

なるようにし、しかも電源スイッ

チもいれるとすると、9P のものが

必要になります。9P のスイッチは

東京・秋葉原では比較的簡単に入

手できますが、地方ではどうでし

ょうか…。

では、部品を集めましょう。第

2 表が、ケースに納めるときに必

要な部品の一覧表です。

ケースの PS-1 は、幅 100×高さ

50×奥行 85 ㎜という大きさのも

のです。第 7 図にパネル面の穴あ

け寸法と文字入れの内容を示して

おきますので、組み立ての参考に

してください。

完成したところで、現用中の

TS-820 につないでみました。マイ

ク・コンプレッサーの半固定 VR

とトランシーバーのマイク・ボリ

ュームを適当に調節すると、マイ

クにクロストークしても ALC メ

ーターは ALC ゾーンを超えるこ

とはなく、またモニターしてみま

したが異常発振をおこすこともな

く、うまく働いてくれました。

口
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