
電気工学から電子工学へ、そし

てエレクトロニクスと、世の中は

めまぐるしく変わってきて、まっ

たく目をまわしそうな昨今です。

そして、その一つの現れが、アナ

ログの分野にディジタルがはいり

込みつつある現象ではないでしょ

うか。

パソコンのように最初からディ

ジタルのかたまりのようなものは

別として、レコードがコンパク

ト・ディスクになって、あのなつ

かしいスクラッチ・ノイズがなく

なってしまうなんて、まったく世

の中変わったものですね。

アマチュア無線の無線機の中に

も、今やディジタル技術が最大限

に活用されています。これは今の

ところ音声系ではなく、いわゆる

制御系や局発などに利用されてい

ますが、そのうちに音声系にもデ

ィジタルがはいり込んでくるかも

しれませんね。そのあかつきには、

フェージングやノイズ、混信もな

くなってしまうでしょう。

今では電話級の資格でも RTTY

や SSTV が楽しめますが、これら

の場合にはすでに信号系がディジ

タルになっています。

アナログとディジタルの融合、

ハムの世界でも、この傾向はこれ

からますます強くなってくるので

はないでしょうか。

……というわけで、今回は、従

来からある VOX にディジタルを

加味して、ちょっと変わったもの

にしてみることにしました。

VOX というのは Voice Operated 

Transmission とか Voice Controlled 

Operation と呼ばれるもので、要す

るに、電話送信機で音声によって

第 1 図のように送受信を自動的に

切り替える装置です。

  この VOX はおもに SSB 送信機

用のもので、市販の SSB トランシ

ーバーにはたいてい内蔵されてい

ます。しかし、FM だって使えな

いことはないわけで、この場合に

は別に作って、付加装置として使

うことになります。

では、これから作る VOX の計

画をたててみることにいたしまし

ょう。

第 2 図が、VOX のブロックダイ

アナログとディジタルの融合

VOX の計画
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ヤグラムです。

今までの VOX ですとアンプの

あとに整流回路がはいり、これで

トランジスタによる電子スイッチ

（Tr スイッチ）を ON/OFF させ

ます。ところが第 2 図の VOX で

は、コンパレーターとか単安定マ

ルチといった、ちょっと変わった

回路がはいっていますね。

VOX では、マイクに音声がはい

ったときに確実に送信に切り替わ

り、しかもおしゃべりをしている

間は確実に送信状態をつづける必

要があります。コンパレーターと

か単安定マルチといった新しい回

路を使ってみたのは、いずれも

VOX の動作を確実にしようとす

るためのものです。

この VOX では、単安定マルチ

というディジタル回路が使われて

います。コンパレーターは、アン

プ側のアナログ信号をディジタル

回路で扱えるようにする、インタ

ーフェースの役目をします。

コンパレーターやワンショッ

ト・マルチの働きは、実際の作り

方のところで説明することにして、

早速製作にとりかかることにしま

しょう。

VOX では、第 2 図のトランジス

タ・スイッチ（Tr スイッチ）を音

声信号でいかに確実に ON/OFF

させるかがカギになります。

第 3 図が、これから作る VOX

の回路です。IC1の LM358 はオペ

アンプが二つはいっているもので、

IC1-1がアンプ、IC1-2がコンパレー

ターです。では、この部分から説

明してみましょう。

まず IC1-1 のアンプですが、これ

は＋端子に入力を加える非反転ア

ンプになっています。オペアンプ

の非反転アンプでは、第 4 図のよ

うに R1 と R2 の値でアンプのゲイ

ンが決まります。そこで、R1か R2

を可変しておけばゲイン・コント

VOX の作り方
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ロールができます。

非反転アンプでは、R2をはずし

てしまう（R2 は無限大）と、ゲイ

ンは 1 になります。

また、第 4 図のように R1 を

100kΩ とすると R2 が 1kΩ のとき

にほぼ 100 倍（40dB）、R2を 100Ω

にすると 1000 倍（60dB）ものゲ

インが得られます。

そこで実際にやってみると、ゲ

インが 100 倍くらいまではまこと

に安定に働きます。これよりゲイ

ンを上げていくと動作はやはり不

安定になり、周波数特性も悪くな

ります（高域が落ちてくる）が、

1000 倍くらいまではなんとか使

えます。でも、これくらいが限界

です。

本器では、第 3 図に示したよう

に R2を VRで 100Ω からほぼ 5kΩ

まで変えられるようにしてありま

す。これで、20～1000 倍の範囲で

ゲイン・コントロールができます。

  VOX そのものは送信の切り替

えをすればよいのですが、プリア

ンプとしての役目を持たせても面

白いと思ったので、マイク出力は

アンプ出力から取り出しています。

こうすると、第 3 図で VOX 感

度の VR1を加減すると、マイク出

力も変わってしまいます。これは

VR2 を調整しなおせばよいのです

が、VR1を加減しなおすたびに VR2

を再調整しなければならず、ちょ

っとやっかいです。その解決策と

しては、第 4 図のようにゲイン・

コントロールをコンパレーターの

基準電圧を変えるやり方にする方

法もあります。

つぎに、IC1-2のコンパレーター

の説明に移りましょう。

本器は第 3 図に示したように電

源電圧を 6V としましたが、第 5

図のように R1 を 100kΩ、R2 を

10kΩ とすると、コンパレーター

の基準電圧ESは 0.6Vとなります。

そこで、入力 EINがないときには

コンパレーターの出力はゼロです

が、EIN が加わり、この電圧が ES

を超えると、タイム・チャートに

示したように、出力はほぼ VCCま

で上がります。

  これが EO1 で、この EO1 がつぎ

の単安定マルチのトリガー・パル

スになります。すると、単安定マ

ルチからは CR の時定数で決まる、

時間 t のパルスが出てきます。こ

の、がっちりとした出力パルスで

VOX を働かしてみようというの

が、今回のもくろみです。なお、

この時間は VOX のディレイ・タ

イム（送信をおわったあと、ある

時間だけ送信状態を保持する、そ

の時間のこと）をとる役目もあり

ます。

  IC2 の単安定マルチからの出力

は、Tr2の Tr スイッチに加えられ

ます。

  なお、この間にはいっているダ

イオード（D2）と 10μF の電解コ

ンデンサーは、音声が連続しては

いっているときに、単安定マルチ
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の出力の切れ目を補う役目をして

います。

もし、VOX をつなぐ無線機の送

受切り替えが、トランジスタの電

子スイッチで働くようなら、この

あとのリレーは不要です。でも、

そうでない場合もあるので、一応

リレーを入れてあります。本器は

単 3 乾電池で働かせることにした

のですが、もしリレーを使わなけ

れば消費電流は 2～3mA の消エネ

VOX となり、乾電池の寿命は数倍

も延びます。

なお、ここで使うリレーは、頭

切れを少しでも減らすために高速

動作が要求されますから、DIP タ

イプのリード・リレーを使いまし

た。

最後になりましたが、一応アン

チ・ボックス（ANTI-VOX）をつ

けてあります。

Tr1がそれで、受信機のスピーカ

ー出力でいきなりドライブするつ

もりですが、うまく働きますかど

うか…。

では、第 3 図に示した部分をプ

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、必

要な部品の一覧です。MC14001 は

14001とか 4011というものならな

んでも OK です。

CR の部品の中では、3.3μF の

無極性（BP、あるいは NP）の電

解コンデンサーの入手がむずかし

いかもしれません。もし入手でき

なければ、第 5 図のように電解コ

ンデンサーを二つつないで作って

も OK です。

  部品が集まったら、プリント板

の加工からはじめましょう。第 6

図が、プリント板のプリント・パ

ターンです。プリント板の加工が

終わったら（写真 1）、部品を取り

付けて組み立てます。

プリント板が完成したら、ケー

スに納めてみましょう。

第 7 図が、ケースに納める場合

の全体のつなぎ方です。OUT のコ

ネクターは、無線機につなぐもの

ですから、これは自分の無線機に

合わせて選びます。

本器は単 3乾電池 4個＝6Vで働

かせることにしたのですが、これ

は外部電源がないところでも使え

るように考えたからです。もちろ

ん、外部から電源を供給してもよ

いですし、リレーを DC12V のも

のに替えれば電源電圧を 12Vとす

ることもできます。

第 2 表は、ケース入れに必要な

部品です。L 金具は、電池ケース

をケースに固定するのに使います。

組み立てがおわったら（写真 2、

3）働かせてみましょう。マイクは

数 kΩ のハイ・インピーダンスの

ものを使い、ゲイン・コントロー

ルの VR1を調整します。

目安としては、VR1を 1kΩ くら
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い、すなわちゲインで 100 倍くら

いにします。

VOX の働く様子は、テスターで

リレーが働くのを調べてみるのが

早くて確実です。しゃべりおわっ

たあとのディレイ・タイムを、VR3

で加減します。

最後に、無線機につなぎ、モニ

ターしながら VR2を調整して、完

成となります。あと、アンチ・ボ

ックスが残っていますが、これも

やってみてください。

  私は本器を TS-820 につないで

使ってみましたが、TS-820 に内蔵

のものとほとんど同じように働い

ていました。

  最後に、本器では VR1～VR3 は

半固定としましたが、もし、もう

少しグレードアップしたいのなら、

半固定ボリュームを普通のタイプ

のものに変更し、パネル面に出し

てそれぞれ加減できるようにする

のもよいかもしれません。

なお、パネル面のレイアウトは

みなさんで行ってください。
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