
マイク・コンプレッサー

とはこんなもの

今月からこのページは今までの

アイデアがとれ、ジュニア製作教

室となりました。

今月は、今までのいきがかり上

アイデアが残っていますが、その

部分はとばして先にいくことにし

ます。

さて、数あるアマチュア無線の

付加装置の中で、とても人気があ

るのが、マイク・コンプレッサー

です。

マイク・コンプレッサーは、無

線機とマイクの間につないで、了

解度のいい電波を送り出すための

装置です。

いうなれば、電話

級ハムに許可された

10Wの空中線電力を、

より密度を高くして

送り出す装置と思え

ばよいでしょう。

第 1 図は、日頃肩

にかついで運用して

いるハンディ・トラ

ンシーバーをシャッ

クに置き、スタン

ド・マイクを使って

運用している様子を

示したものです。

ハンディ・トランシーバーの場

合にはみんなハンド・マイクを使

うようになっています。ですから、

シャックで使うときに、マイクを

ただスタンド・マイクに替えただ

けではマイク・ゲインが不足して

十分に変調がかかりません。

このような場合にはトランシー

バーとマイクの間にマイク・アン

プを入れるのですが、第 1 図のマ

イク・コンプレッサーはこのマイ

ク・アンプの役目もしてくれます。

マイク・コンプレッサーを入れ

ると、マイクから 30 ㎝くらいはな

れてゆったりとしゃべっても十分

に変調がかかりますし、何かの拍

子に 5 ㎝くらいまでマイクに近づ

いてしゃべっても過変調にならず、

いつも了解度のいい信号を相手局

に届けることができます。

■ハンディ・トランシーバー

移動しながら手軽に運用できる

ように作られたトランシーバーの

こと。

一般に、ハンディ・トランシー

バーと呼ばれるものには、トラン

れている。

出力は 1～3W

が標準で、FM 用

や SSB 用が色々とそろっている。

シーバー本体を手に持って運用する

ものと、本体を肩にかけてハンド・

マイクで運用するものがある。

前者はポケットにはいるほど小さ

いということで、ポケトラと呼ばれ

たりする。また、後者は、シヨルダ

ー・タイプということもある。

いずれも VHF か UHF 用で、す

べて電池で動作するように作ら

君はどのくらい

説明できるかな？
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プリント板の組み立て

私も今までにいろんな回路のマ

イク・コンプレッサーを作りまし

たが、これから作るものは今回新

しく設計したもので、今までの中

ではもっとも動作が素直で効果も

大きいものです。

第 2 図が、これから作るマイ

ク・コンプレッサーの回路図です。

第 2 図のマイク・コンプレッサ

ーの主役は、IC1の LM3080（これ

は NS のもので RCA の CA3080 で

も同じ）です。

  LM3080（CA3080）は OTA と呼

ばれるオペアンプの一種で、ピン

5 をいじることによってゲインを

変えたり、変調をかけたりするこ

とができます。

このピン 5 の働きを利用して、

マイク・コンプレッサーの動作を

させます。

第 2 図の回路では、VR1 と VR2

の二つの半固定抵抗器が使われて

います。VR1 はコンプレッショ

ン・レベルの調整用で、VR2 は出

力調整用です。

  では、第 2 図に示した部分を、

プリント板の上に作ってみること

にしましょう。

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。

何度もいっていますが、LM3080

は CA3080 でも OK です。

IC3の TA78L010 は、10V の 3 端

子レギュレーターです。マイク・

コンプレッサーは 8～10V で働き

ますから、もし TA78L010 が入手

できないときには、8V の 78L08

でも OK です。

  更にいえば、トランシーバーの

ほうから 8～10V の電源が得られ

る場合（私の使っている TS-820

では、EXT VFO のコネクターのと

ころで 9V が得られる）には、IC3

は省略してかまいません。

なお、半導体部品の入手方法に

■スタンド・マイクと

ハンド・マイク

スタンドに取り付けて、机の上

などにおいて使うのがスタンド・

マイク。また、手のひらの中にに

ぎり込んでマイクを口に近づけて

使用するのがハンド・マイク。

ハンド・マイクは、歩きながら

運用するときやモービルでの運用

などで使われる。

これに対して、スタンド・マイ

クはシャックで落ち着いて運用

するときに使われる。

アマチュア無線用としては、両

方のマイクとも PTTスイッチ（ス

タンバイ・スイッチ）がついてい

なければならない。スタンド・マ

イクのときは、PTT スイッチはス

タンドについている。

■ＯＴＡ

Operational Transconductance 

Amplifier のことで、いうなれば可

変増幅率オペアンプといったと
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ついては、本誌の姉妹誌である、

『トランジスタ技術』の広告欄を

みてください。

第 3 図が、プリント板のプリン

ト・パターンです。

プリント板が完成したら、部品

を取り付けて組み立てます。

組み立てが終わったら、VR1 と

VR2 をほぼ中央の位置にしておき

ましょう。そして、電源を加えて

みます。このとき、12mA くらい

の電流が流れていれば OK です。

なお、IC3の TA78L010 なしでい

きなり電圧を加えた場合の電流は、

8mA くらいです。

マイク・コンプレツサーの

組み立て

では、完成したプリント板をケ

ースに入れて、マイク・コンプレ

ッサーを組み立ててみることにし

ましょう。

第 4 図が、マイク・コンプレッ

サーの全体のつなぎ方です。

では、部品を集めましょう。第

■3端子レギュレーター

IC の一種で、電源で使われる定

電圧回路を納めたもの。いろいろ

な電圧のものや正、負のもの、あ

るいはいろいろな出力電流のもの

が用意されている。

入力、出力それに共通の三つの

端子が出ていることから、このよ

うに呼ばれる。

■ＥＸＴ ＶＦＯ

External VFO、すなわち外付け

VFO のこと。トランシーバーで

は 1 個の VFO では一つの周

ころ。この OTA はいろいろと応用

範囲の広いもので、最近では音楽の

ほうのシンセサイザーやサウン

ド・エフェクターなどに盛んに使わ

れている。

January 1981                                                                                  373



2 表が使用部品の一覧表です。

リードの PS-1 というのは、幅

100×高さ 50×奥行 85㎜という大

きさのケースです。

L 付ラグ板は、LED 用の 1kΩ の

抵抗器を取り付けるためのもので

す。この L 付ラグ板は、3 ミリの

ビス・ナット、平ワッシャでケー

スに取り付けます。

なお、2 ミリのビス・ナットは、

電源ジャックを取り付けるための

ものです。

第 5 図は、前面パネルと後面パ

ネルのレイアウトを示したもので

す。せっかく作るのですから、パ

ネル面にはインスタント・レタリ

ングでちゃんと文字入れをしてお

きましょう。

ケースの中の様子を写真に示し

ておきますので、これを見ながら

組み立ててください。

ケースの中の組み立てが終わっ

たら、接続コードを作りましょう。

用意した 1m の

マイク・コード

の両端に、第 6

図のように 4P

コネクターをつ

なぎます。

それから、あ

なたが使うスタ

ンド・マイクに

も、第 5 図のつ

なぎ方でいえば

第 7 図のように

4P コネクター

をつけておいて

ください。

スタンド・マ

イクにコネクターをつけたら、ト

ランシーバーにつないで実際に働

かせてみて、誤配線がないかどう

かを調べておきます。

テープレコーダーで

テストしてみよう

マイク・コンプレッサーが完成

したら、トランシーバーにつない

で働かせてみる前に、テープレコ

ーダーにつないでテストをしてお

きましょう。

まず、カセット・テープのテー

プ・デッキを 1 台用意してくださ

い。いわゆるラジカセは、ALC が

はいっているために、この場合の

テストには使えません。

テープ・デッキのマイク入力（ス

テレオになっているので、どちら

か一方を使う）に本器をつなぎ、

録音しながらマイクに向かってし

ゃべってみます。もちろん、録音

レベルは適正になるように調節し

ます。

波数での送受信しかできない

が、EXT VFO を使うことによっ

て別々な周波数を受信したり、

送信周波数と受信周波数を違え

ることもできるようになる。 今月から、このコラムを新設しました。

この欄は、ジュニア向けの解説ページです。

ジュニアページ（p.371～379）に関する質

問にも、お答えしていきたいと思っていま

す。ドシドシ応募してください。〒170 豊島

区巣鴨 1-14-2 CQ ham radio 編集部『ジュニ

アまめ辞典係』

■ラジカセのＡＬＣ

  Automatic Level Control、すなわ

ち自動録音レベル調整のこと。ラジ

カセなどでいろいろな音を録音す

る場合にはマイクへの入力レベル

が大幅に変化するので、入力レベル

が変わってもいつも同じレベルで

録音できるように ALC が設けられ

る。

374                                                                                CQ ham radio



では、マイクと口の間隔を 5 ㎝、

15 ㎝、30 ㎝というように変えて普

通にしゃべり、録音してみてくだ

さい。

このとき、テープ・デッキの録

音レベル・メーターをみていると、

マイクと口の間隔が変わっても、

レベル・メーターの指示は、ほと

んど変わらないでしょう。

録音を終わったら、テープを再

生してみます。マイクと口の間隔

がはなれるとバック・ノイズがふ

えてきますが、音の大きさはほと

んど変わらないでしょう。

また、マイクにぐんと近づいて

しゃべっても、音はほとんどくず

れずにきれいに聞こえてくるでし

ょう。

第 8 図は、完成したマイク・コ

ンプレッサーの入出力特性を調べ

てみたものです。これをみると、

VR1 によってコンプレッションの

始まる位置の変わる様子がわかり

ますね。

VR1 は、VR1＝0Ω すなわち 3 時

の位置にすると、マイクに大きな

音がはいったときにシャックリ現

象（しばらく動作が止まって、出

力が出なくなる）が起きるように

なります。また、雑音もふえて動

作も不安定になりますから、VR1

は 12 時前後の位置で使うように

しましょう。

なお、マイク・コンプレッサー

としては VR1 を 9 時の位置にして

も十分な性能を持っています。

マイク・コンプレツサー

の使い方

マイク・コンプレッサーを実際

に使うには、出力レベルを決める

VR2 の調整をしなければなりませ

ん。

  まず、トランシーバーにダミー

ロードをつなぎ、ハンド・マイク

で普通にしゃべってトランシーバ

ーのメーター（RF とか PO メータ

ーと呼ばれている）の振れを調べ

ておきます。

つぎに、トランシーバーからハ

ンド・マイクをはずし、本器とス

タンド・マイクにつなぎかえます。

そして、送信にしてマイクと口の

間隔を 15 ㎝くらいにしてしゃべ

ってみます。

ここで VR2を調節し、メーター

の振れが前のハンド・マイクのと

きとほとんど同じになるようにし

ます。これで、VR2 の調節は終わ

りです。

  さっそく、ダミーロードをアン

テナにつなぎかえ、ローカルの局

と QSO して、レポートをもらっ

てみてください。それで異常なし

のレポートがもらえたら、これで

マイク・コンプレッサーの完成で

す。

口
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