
618型 マ イ クロホ畜／

吉村貞男・坂本吉弘
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今から20年も部に考案された 618型司動線恰刻動雷マ

ィクロホンは、今 H でも枇界一 {t,~の地位を確作し絨けて

いる。その原因はどこにあるか、それに答えたのが本文

である。振幅歪が少く、しかも風の rj1や震餅）する中輛の

上て．の安仝な性能は、今後の野外放蒋立立に放盆技術に大

きい貢献をすることであろう。、

618漿マイクロホンは可J,jJ線1!脊困判府J虚マイクロホンで

あり、ベル揺話研究所のウエンテ及びサラス附氏により

彩案せられたもので、巧みに振肌系の、1幾械及び許榔阿路•

系子を構成している!!!,~は、賞に驚瑾すべきものがある。

しかも作られてから20年も紅た今、 LFL望らず各方面に廣

く使川されており、 1lt界ニユース Cアメリカ大統領 1、ル

-マン氏や、前イギリス許相チャーチル氏などの樅，説の

掘而に、ずら lJ,l: 並べたマイク、口，I<ンの五箇叩唱阿祖で

も、 fll?,軋マイクロホンであるのを見受ける。ベロンテ

ィー軋及び澤山の新刑マイクロホンが出現しているにも

拘らず、何が故に fll8 捌マイグロホンがかくも多〈用＼ヽ•

られているのか。それは 618型マイクロホンが、他のす

イクロポンに比べ、澤lりの優れた4か徴を;ffするためであ

・る。その特徴を限げて見ると

I. ,, 憚 で1:附 j:なこと。 ー寸落した位では狂わない。

2, 安定なこ L,_ 0 ±J: 年月に設リ感庶が1浅速である 0' 

3. 特／他の優術なこと。 30ヂから 10,000ヂまで平坦

な特性が得られる。

4. 雑音のないこと。
k<-巧ll1.1 

すべてのマイクロホ
り唖

ン中、雑脊禁が最低
「し

なこと、即ちコンデジ
7c 

サー・マイクロホンに
"い,,--..と

比べても、 15dbも少

Vヽ゜i怒
5. 1辰幅歪の無いこと。

：知

馳礎の限界にも 逹するげ¢
弧大な背期に剖しても:,¥)fl 
搬幅歪は認められな

さ定
い。

こア

0・ 凰や震動に安定。
I:;~ い

この特徴あるため戸外
5時

特に移動用徒闘に使川
i研

して）！饂である。

以上のような優れた特徴を布するため、放送銘替、ト

ーキー舞台、車鼎切］その他あらゆる場合に使用出来る。

窟た感炭が安定ぐあるため、測定用としても便利である

など、館に部能なマイクロホンである。

618型マ,fクロ＊ンの理論l:外翡恕

第 1閻 (a)に示す J:うな:ll,H恕にひtどを持った」恥刊J板を

考える。この系を1應械イムビーダンスで表したぐク間[<ij路

じ口Cl 
(C) 

駆 I〗／ニ
一ー届波叙

第 1 同

は、第 1閻 (b)のようになる。ここで Ill]) は振咀/HJ.i.Jこ

コイルの1灼効質益、伽は 9刈邊のひだのコンプライアン

ス、 mはひだの部分の損失槻抗を表す。 Ch)n淵は'i1j羞［共

振圃路と f,ljーであり、秤限が賑動板に加えられる t、振

動板が運動する，その振動池炭は共賑周波数に於いて般

も大き（、第 1伯ICc)の上の,11,諒のような鉱いピークを

生じる。このピークは共1辰[rjJ路の1!Hれを大きくする,)_、

次第に低くなり、 2のようになることがIIJJかである。こ

叫J〖抗製索を寅現するには、色々の方法があるが、この

マイクロホンでは、振動板の1『後にji,f,(狭いfl!JI祝を奥え

ることによつて解決しており、そうすることに上つて、

搬動沌疫は周波敷1で無闘係に一定となる。しかるに一定

磁楊内に於ける一定 ~.J長さの 5訳燈が疲生する誘起々雷））

ば、その文附燈の運動泄疲に比例するから、起虚力も周波

コ敷に［絹係なく一様になるわけである。

平滑な周波数範間を廣くするには、制仰択抗を大きく

する程大きくなるが、抵抗が大なる程感炭が低Fする。

振動板を非'iii'に轄くすれば制御抵抗もそう大きくしなく
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てすむが、振動板が餘り煎くなると、り刷定が十分に得ら

れな（なり、紐立、調整や使川上の販扱いが困難になる。

それで抵抗をある秤度に留めて、低秤部と翡昔部に於け

る恙疫を何等かの方法で柚憤することが出来れば、丈夫

な振犯!J板で、感度を川等麻（保ったま祖［月い料'/旦域に互 1)、

第 2 I訂I

叫',・・・・・バイプのイナ戸~クンス

Bls'"'・・究隙の FL 

lllb• …••笙洞入口の f.1
Ui, ...... 空洞のキヤパンクンス

lllo …•••振動板仰側質賊
Co・ ….. J、'.)滉のコンプライアンス
応.....//;Jj疫の抵抗

似•…•ケース内部咆氣室に上るキャバンクンス
lp・・・・・・パイ プの抵抗

rs . ヽ・・・・ t.)を 1劣(•n fl 

l'I, ・・・・・・空洞入 r~ の 9

c~.... ・・振別J板1『I面咆氣9府によるキャバンタンス

にGlS堕マイクロホン(/.)構造を示す。

マイクロホンのケースのI・ドには、磁石やその他の構造

物を除いた部分に坐氣室があるが、この咀氣室は背評キ

ャバンクンスとなるから、ケースの内部と外部との空氣

をパイプで結ぶと、：ゞイプは替郭抵抗とインダククンス

に相ぐがする呼榔イナークンスを奥えるから、バイプとケ

ース内咀氣とで一つ心共賑圃路を作る。この共振阿路を

応

低許部の感度の下るところに持つて末ると、低昔部慇胞

をぐつと上げることが出来る。抵抗とイナータ ンスはバ

イプの長さと太さによつて決るから、パイプを適盆に邁

ぶことに J:り、低秤部特性を息うように焚化することが

HI来る。

次に高音部であるが、磁拙を振抽板背而に拙く近｛魯

挨させることにより、 1尉諏叫『f羹l環訟空氣屑が叫＜

る。この祖氣府がキャパンクンスとなリ、この時空氣層

と1h渾J板との共振によるピークが、邸許部にあらわれる。

第 2u,,nを見ると、悩旅：こ一つの空洞を設け、これを刹Ill奴

を通して振1W板1『後の空氣府に結んでいる。この坐洞と

細隙の共1辰に上つて邸音部!I;,ピ-クを吸牧させ、一府閥

JO 

空隣大
守気/11小ニシテ
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第 4 闘

い範間に互り、平坦五周波散特性を得ることに成功した

のである。第 3閻は第 2闘の構造のマイクロホンの等債

回路を表し、第 4闘はこのマイ＇・クロホンの代表的特性を

示し、参考のためにパイプや？甚洞の無い時の特性も勘線

で示す。

lilS型マイクロホンは、以上の理論から淋き出され、

各部に優秀な,f;J料を使Jリすることによつて、槌めて優れ

た周波散特性を得ることに成功しており、特に振J,}J板は

顧質轄介金洲板を複雑な工程に J:1)成刈りし、続形を防い

で.:taI'.)、このため槌く邸い周波まで一様にビストン泄載l

をするから、特IIJ:!111綜は栖めて滑らかになり、他の製品

に良く見受けられる鋸叫跡(l.)ようなギザギザした特性に

はならないo 更にコイルは最も特徴おるも (l.)'で、超高純

度のアルミニウムを厚さ 100分の 2粍(/)乳，f/.いリボンlltと

したものを第 5[罰に示すように横に巻いて、直榜に振膊

板へ貼り煎け

ているから、
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振動部分は梯

めて輯く、且

つ磁石の究隙

磁束を最高鹿

に能串良く

利m!l',*るた

め感度は一屑

良くなつてい
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618型マイクロホンの種類
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H本雷氣では戦後再びこの (il8堕マイクロホンの製作

を はじめたが、現{E製作1(1の種類は次のものがある。

618—A型 現在の椋準製品でプラグ式であリ、使m
,l:;/l,Jlめて便利となつている。シールド・ケープルを1附属し

芙麗なケースに納めてある。

618-D漿 特別な要求にll/Bじて、プラグの代りに端

子を出したものである。

S級マイクロホン 618聾は一箇一箇調賂して優れ

た牡性を出しているが、更に特に平滑な特性を希望

される場合又は特殊JIJとして邸許部の！磁炭を良くす

るとかの要求ある拗合には、更に再三調把と測定を

繰リ返して所要し牡性を得ることが出来る。この種

のものを夫々 618—AS 及び 618-138 、としている。

次に 618翡ルマイクロホンの規格を列記すると

イムビーダンス 1,000吟で son土10%

直流抵抗 27&1土rn
感 位 1,000 d" で約 ー80db但し Od.b,

=lV(皿路’腱JD/Bar

40必‘ら 10,000迂夜での間で 12db

以内。但 LS級は更に耕齊に調整

して偏庄輻を少くしてある。

第町闘は椋準品の放高校正によるf,',J波数特性の一例で

ある。使用Jこ又は取扱J:特に11:11;しい要求はないが、次の

勘には注滋をして頂きたい。

ィ、ケースに空氣のilriれがあったり、穴を明けたりす

ると、特性が仝く狂つて来る。，

b db二 Itlotr/bar 
力0 -

~ 
-・BO . 

≪ ―’  べ'
_, ・?O 

ー，
切, IUO . IOOO 10000 

)I j (C,(<;) 

第 6、似l

ロ、防滋は充分にしてあるが、なお仙川しないIi-¥は、

娩繰した楊所に1北悴すると永持ちする。

ハ、分Mすると牡性はすつかり狂つて！まらから、絶

鼻団に分解してはいけない。

最後に現在 ~I 本瑶氣で準仙している附屈品として次の

ものがある。

1.、卓上魁スクンド。

・2. 床上聾スクンド。．

3, ハンカ・ーCl梱吊隈）・・・銘粋、放区、絆，',その他スク

ンドが使月)IL塙ぬところ 1には拙めて使利である。

,1. マッチング・ 1、ランス、・咄f通品及び，灯級品がある。

ィ、ライン把合/II ・, ・;JOc.l : GOO凶

ロ、 !(')Ii'蘭器入1JJ/J . 30'1 : 25,000位

600,J では [Ji'l~,j 路霊那が Illar <7..J許期にJ.Jして、

約 0. 3mVとなり、 25,00叫の拗合は、約3rnY

となる。

5. T洞ii'Il1輻盟ヤ・・マイクロホンを非常に/Ii化して（史）JJす

る楊合（数百米以上）、父はプイスマイクロ小ンflJ府

輻悩に使mする楊合などに用いる,, C勺tJ府は大'n!製

造所技術部設ti課主任 研究所第 1粁究部打）

海洋茫渡る

テレウイジョン計画

定期航空路を飛ぷ飛行槻を利用し

て、テレヴイジョ疇ブ項（作を横斯

させようという社品が、斯界の第←令

人れの一人、 V•K・ツウォーキン隙
:I: によつて進められている。

これは直池して，IIIJらないテレヴィ

ジヨンの虚波を、飛行1ftの飛行栂を

介して反身lせ しめて、地球の表面の

疇う tらにIIIJげて池ませよう

tいうのであっ
て、これが11r現すれ

げ、ヨ
; llッバとアメリカ相互間で

テレヴィジョンを竣受する

ことがで送るようになるだろうとい

われる。

テレヴイジヨンのリレー装伯の重

凧は、罪客 1 人の 1~咽しにもならない

から、飛行槻にこの装閻を梢んでも

乗客 1人附 I,たくらいにしかならな

い。大西詐航空路上には、師~, これ

に充分な数の飛行槻が飛び交つてい

るから、テレヴイジョンの軍波が1県

わつて行ける橋が作られることにな

る。

まずアメリカのテレヴイジコン送

に所かい大四iY匹路をヨ -.nツパ

へ1,・,1つている畝とも近い飛行槻へ向け

てテレヴイジヨンの電波を送ると、

こ心賊h扱は更に fiOOlon 〈らい先

を飛んでいる飛行槻へl船公1ーる（）次

の飛行槻も同じ J:うに軸送するが、

これらはすべて 1H/J的に行われて、

ョーロツバ(/.)受似所へ轄迄されるこ

とになる。

この方法には1''if岱 I:.主だ多少の隙

',Ifはあるが、 jゞ した Wlfi11もなく鮒決

しうるだろうとツウォ-キンl息士は

述べていぢこうした方法は前から

ウェステイングがウス舒社で，ti粛し

ていたが、足のために専mの"鳴m
飛行椴を紹えず同じ地域上に飛ばす

必要があった。ッウォーキン1肌士の

おえでは定期航喰肌が利)IJしようと

いうのだから、代用も大してかから

なくてすむわけである。

--33-




