
このジュニア製作教室ではいろ

んなものを作っていますが、長い

間やっていると、やはり人気のあ

るものとそうでないものが出てき

ます。

何回やっても人気があるのがマ

イク・コンプレッサー、そして

VOX です。もう今までに何回やっ

たかわかりませんが、新しい回路

やデバイスの誕生で、しばらくた

つとまたやってみたくなるのも事

実です。

そのようなわけで、今月は新し

く登場してきたレベル検出用 IC

の NJM2072 を使って VOX を作っ

てみることにします。

第 1 図は、NJM2072 のプロフィ

ールを示したものです。音声リレ

ーなどを作るとき、今まではオペ

アンプとディジタル IC で同じよ

うなことをやっていたのですが、

NJM2070にはこれがそっくり納ま

っており、しかも電源電圧が 0.9V

から働くというすばらしい性能を

持っています。

この IC は昨年の秋ごろから通

信販売の広告欄にも登場しており、

かねてから使ってみたいと思って

いたものでした。

では、第 1 図を見ながらもう少

し NJM2072 のことを調べておく

ことにしましょう。

まず気がつくのは、ピン 1～3

を使って外部からアンプのゲイン

レベル検出用 IC
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設定ができそうだということです。

なお、何もしないときの入力感度

は－36dBV ですから、マイクとの

間に 20～30dB のゲインを持った

プリアンプが必要なことがわかり

ます。

VOX ではファスト・アタックと

ともに適当なレリーズ・タイム（デ

ータブックではリカバリー・タイ

ムとなっている）が必要ですが、

これはピン 5 につなぐ CR で加減

できます。

NJM2072 には 8 ピン DIP の

NJM2072D とフラット・パッケー

ジの NJM2072M がありますが、普

通に入手できるのは NJM2072D の

ほうです。

では、この IC を使って、早速

VOX を作ってみることにしまし

ょう。

まず最初は、机の上に置いて使

う無線機につなぐ、机上用 VOX

を作ってみることにしましょう。

机上用で使う無線機というと、

HF 用のほか、V・UHF 用のものが

あります。このうち、HF 用のも

のはすべてといってよいくらい

VOX は内蔵されています。でも、

V・UHF 用では VOX を内蔵して

いないものも多いので、これを対

象としてみることにします。

さて、最近の無線機では、マイ

ク ロ フ ォ ー ン に 周 波 数 の

UP/DOWN を行うための装置が付

加されているのが普通です。その

ようなわけで、マイク・コネクタ

ーのところに＋5V といったよう

な電源が出ています。そこで、こ

れから作る VOX の電源はここか

らもらうことにしました。

ちなみに、私のところにある

FT-780 では＋5V、 IC-271 では＋

8V の電圧が得られます。これらの

電源を利用する場合、もちろん電

流の供給能力に注意しなければな

りませんが、たいていの無線機で

は 20～30mA なら大丈夫ではない

でしょうか。

このような計画ででき上がった

のが、第 2 図の回路です。

まず、使用するマイクは普通の

600Ω のダイナミック・マイクを

机上用VOXの作り方
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使うことにしてあります。

一方、無線機のほうはマイク・

ゲインをハンド・マイクで設定し

てあるのが普通なので、スタン

ド・マイク用として 20dB ほどの

ゲインを持たせてあります。

NJM2072 では R1 と R2 でゲイ

ン・コントロールができますが、

本器の場合にはこれらは必要あり

ませんでした。これで、マイクか

ら 20～30cm 離れたところで普通

にしゃべって、VOX はうまく働い

ています。

レリーズ・タイムを決める CR

は第 1 図の 2 秒（CR＝10μF）で

はちょっと長いので、3.3μF にし

てあります。

スタンバイ回路は使用する無線

機がはっきりしているのならトラ

ンジスタによる電子スイッチでも

よいのですが、本器ではどんな無

線機でも使えるようにリレーにし

てあります。なお、リレーにはア

タック・タイムの速いリード・リ

レーを使います。

電源電圧は 5V としましたが、7

～12V でも使えるように 3 端子レ

ギュレーターもつないであります。

ダイオードの 1S953 は 5V で使う

場合の逆流防止用で、こうしてお

けばどのような電圧（VCC1 で 5～

6V が OK）でも使えますが、もし

最初から 5～6V で使うのなら IC2

と D は不要です。

  では、第 2 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表が組み

立てに必要な部品の一覧表で、

NJM2072D は、亜土電子で買えま

す。

第 3 図が、机上用 VOX のプリ

ント・パターンです。少し小さく

まとめすぎたようにも思いますの

で、自信のない方はもう少し大き

く作るとよいでしょう。

プリント板の組み立てが終わっ

たらマイクをつなぎ、VCC1 に 5V

を加えてみましょう。そしてマイ

クに向かってしゃべったときに
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リード・リレーがカチンと働き、

しゃべり終わったときに一瞬たっ

てもとにもどれば OK です。なお、

このときの消費電流は 1.5/20mA

（大部分はリレーの電流）といっ

たところです。

では、ケースに入れてまとめる

ことにしましょう。第 4 図は、

FT-780 の場合のケースの中の全

体のつなぎ方を示したものです。

やり方としてはスイッチで VOX

を ON/OFF するようになってお

り、OFF の場合には無線機用のハ

ンド・マイクがそのまま使えます。

なお、このつなぎ方では VOX の

場合でも、ハンド・マイクの

UP/DOWN や CALL などはそのま

ま働きます。

…というわけで、第 4 図は

FT-780 の場合なのですが、他の無

線機の場合にはマイク・コネクタ

ーの配線や電源の取り方を変更し

てやらなければなりません。

ちなみに、FT-780 の場合にはピ

ン 2 に＋5V が出ていますので、

VOX のほうは VCC1 を使っていま

す。

  では、第 4 図のようにつなぐと

して部品を集めましょう。第 2表

がそのための部品で、写真でご覧

のようにプリント板がケースにち

ょうどいっぱいです。プリント板

を大きくした場合には、ケースは

もう少し大きなものにしましょう。

  完成したところで無線機につな

いで使ってみましたが、なかなか

快適に働いてくれました。

今月はもう一つおまけで、第 5

図のようにして使うポケトラ用

VOX を作ってみることにしまし

た。ポケトラで運用しているとき

両手が使えると便利だなと思うこ

とがありますが、そんな用途には

ぴったりです。

さて、ポケトラといっても最近

ではいろんな種類のものがありま

すが、今月作るのはおなじみの

IC-2N や IC-3N とこれと同じよう

なスタンバイ回路を持ったもの

（ケンプロの KT シリーズや日本

マランツの C シリーズなど）とし

ます。

これらのポケトラはマイク回

路でスタンバイ切り替えがいっし

ょにできるので、 とても便利で

す。
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第 6 図が、ポケトラ用 VOX の

回路です。この回路は、単 3 乾電

池 1 個で働き、しかも消費電流は

1mA ほどですから、電池は十分に

長持ちします。間欠使用なら半年

や 1 年はもつかもしれません。

本器ではマイクにコンデンサ

ー・マイクを使用しましたが、マ

イクには FET が内蔵されていて

ゲインがあるので、NJM2072D に

はR1として47kΩをつないであり

ます。これがないと、マイクにち

ょっと触っただけでも VOX が働

いてしまいます。

送信・受信の切り替えには、

NJM2072D の電子スイッチ（トラ

ンジスタ）をそのまま使っていま

す。NJM2072 には第 1 図に示した

ように、OFF→ON になる出力と

ON→OFF になる出力の二つが用

意されており、本器の場合には

OFF→ON の出力で OK です。

無線機へのマイクからのレベル

は VR で加減できるようにしてあ

りますが、無線機のほうには IDC

がついていますから調整はラフで

かまいません。

  では、第 6 図の回路をプリント

板の上に作り、ケースに納めてみ

ることにしましょう。

第 3 表が、ポケトラ用 VOX の

組み立てに必要なすべての部品の

一覧です。

コンデンサー・マイクは東京ラ

ジオデパート 2F にある国際ラジ

オ（☎03-255-4356）で買った直

径が5.5mmのとても小型のもので、

1.1V から働くものです。

このところよくご質問をいただ

くものに、7φ の半固定 VR があ

ります。これは、やはり東京ラジ

オデパート 2F にある瀬田無線

（☎03-255-6425）で求めました。

ついでに、ケースの SS-90L は

ピ ン ク 色 の か わ い い

（W50×H26×D90mm）プラスチ

ック・ケースです。

その他、3×6 のビスはプリント

板をケースに固定するのに使い、

2×6 の皿ビスと 2mm のナットは

電池ケースをケースに固定するの

に使うものです。

では、プリント板を作りましょ

う。第 7図がプリント・パターン

で、SS-90L でとれるスペースに合

わせてあります。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ら、第 8

図のようにケースに納めます。ケ

ース入れの様子は、写真を参考に

してください。

ポケトラ用 VOX が完成したら、

半固定 VR を半分ほど上げ、IC-2N

タイプの無線機のマイク端子にフ

ォノプラグを差し込んで働かして

みます。動作の様子は、他の無線

機でモニターしながらやるとよく

わかります。

これで、マイクに向かってしゃ

べったときに送信になり、しゃべ

り終わったときに一瞬の間をおい

て受信にもどれば完成なのですが

…。

実は、なかなかこうはいかずに

苦労しました。最初、マイク・コ

ードのほうを長く（30cm ほど）し

たら、どういじってもいったん送

信になったあと受信にもどらない

のです。そこで調べてみると、

VOXがRFIを受けて間欠発振を起

こしたような状態になっているの

です。最後にはマイク・コードを

長くするのをあきらめ、今のよう

にしました。

これで、我が家にある IC-2N タ

イプのポケトラのうち IC-2N と

KT-200 は OK になったのですが、

430MHz のせいか C411 はまだ苦

戦中といったところです。どなた

か IC-3Nでやってみていただきた

いと思っています。

*

これで、2 台の VOX が完成しま

した。この VOX で、あなたも運

用の自動化に挑戦してください。

□
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