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１．はじめに   

   近年、アマチュア無線に、コンデンサマイクを使用する方が増えています。 手頃な価格のものが売られてい

ることに加え、さまざまな外観のものが出回っており、デザイン面からも使用される方が多いと思います。また、

ダイナミックマイクと一味違った上品な音質に魅了され購入している方もいるのではないでしょうか。 

 そうしたコンデンサマイクですが使用に際しては、別途電源が必要です。その電源は「ファンタム電源」と呼ば

れています。 現在、ミキサー内蔵ほか市場には数多くのファンタム電源が存在しますが AC アダプタや、内部に

DC-DC コンバータを使用しているなど無線用途としては手軽さと S/N 比・音質面で満足できるものが少ないとい

う現実があります。  

 

  一昨年そんな事情のなか電池式ファンタム電源キット「DPP-01」を販売、「たったこれだけでいいの？」と好評

のうちに完売に至り、その電池式の気持ち良い音は録音のプロの方からも称賛いただきました。 

そんな純粋電池式ファンタム電源装置の素晴らしさを手軽に提供できないかと開発したのが DPP-02 です。 

 即ち、乾電池を使用した良質なファンタム電源装置が簡便に出来ないかと当キットを開発した次第です。 

 

２．コンデンサマイクについて 

 至近距離で対向した金属板はコンデンサになります。一方を固定電極、もう一方を振動板にしたのがコンデン

サマイクです。現代では、数千円の価格帯のものから、「放送局御用達」「名機」といわれる高価なマイクまで、さ

まざまなコンデンサマイクが入手可能です。 

コンデンサマイクには、両極間に高電圧 DC をかけた「DC バイアス」型と、固定電極または振動板に特殊素材

を用いて与えた電荷を半永久的に蓄積した「エレクトレット型」（ECM）とがあります。 バック・エレクトレット化以

降はほぼ同一構造化され、最近では両者の優劣論争は影をひそめました。そしていずれも「コンデンサマイク」と

呼ぶようになり、バイアス方式の違いによる両者の区別をしない方向に変わってきました。 

 

コンデンサマイクの構造 （概念図） 詳細異なる場合あり 
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３．ファンタム電源について 

 「ファンタム電源」方式は（独）ノイマン社が規格化した画期的な給電方法です。それはコンデンサマイクの平衡

出力回路を流用して、HA（マイク・ヘッドアンプ）側からコンデンサマイクに向かって電源を送り込み動作をさせる

ものです。 

ファンタム電源方式は卓（マイクアンプ）の平衡入力回路の GND～＋、および GND～－にそれぞれ 6.8kΩの

抵抗を直列に入れた回路から、DC48V を印加します。 

これを受けてコンデンサマイクは DC 高電圧で動作し、さらにマイク AMP に対して音声信号を送り出すというア

クロバットのような動作を実現します。 

「ファンタム電源」は DC バイアス型コンデンサマイクの駆動方式として考案されましたが、内部回路の高電圧

動作を可能とさせるメリットがあるため ECM でもこの方式が採用されるようになりました。 

「プラグインパワー」や「電池内蔵」方式より高いダイナミックレンジが確保できることから、ファンタム電源方式

は ECM、DC バイアス式問わずコンデンサマイクを動作させる方式の主流となっています。 

 

４．DPP-02 開発の背景とその特長 

DPP-02 の”PP”は、Phantom Power の略です。 

  

さて、この DPP-02 では前モデル DPP-01 の良さを生かしながら小型、普及モデルとして実現させました。 

 ・サイズ（容積）は DPP-01 を 40%小さくし、これは筆者の原型と同サイズです。 

 ・エンクロージャー（ケース）には黒色プラスチックを採用し加工のしやすさと仕上がりの美しさをはかりました。 

・電源スナップスイッチに短シャフトタイプを採用しパネル面の出っ張りを最小限にし破損防止を図りました。 

・電波の回り込みを防止をするひと工夫を行いました。 

   

◎ 音質微細部の艶やかさ表現などカスタマイズの楽しみを残した設計にしました。 

   お好みにより有力フィルムコンや高級抵抗などバージョンアップの可能性を残してあります。 

 

５．電池式ファンタム BOX とは 

 コンデンサマイクの使用に際しては、一般にファンタム電源を供給するために小型ミキサーや、AC アダプタ式

のファンタム電源装置が用いられます。 一方、今回お買い上げいただいた DPP-02 は乾電池(006P)を使用した

電池式のファンタム電源です、（ここでは電池式ファンタム電源 BOX と呼んでいます）。 当然ながら外部からの

電源供給なしで動作しますので、AC アダプタやミキサーを使う必要はありません。 そのため、机上もスッキリし

ますし、電源ライン経由での回り込みの心配もありません。 

 また、AC ハムやスイッチングノイズ混入による S/N 低下の心配もないので本質的に良い音が楽しめます。 
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 （１）電池はどれくらいもつのか？ 

   実は 006P は、容量の小さい乾電池です。そこで、その乾電池を『電源』として使用した場合、どの程度 

   もつのか心配がありました。 そのため、9V 電池の寿命テストを行いました。 

    

下図が、そのテストの結果です。 （27V で 1.6mA となるよう負荷設定しました） 

（試験データ）  https://ameblo.jp/shin-aiai/entry-12290217397.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★毎日６時間の連続送信をおこなった場合を想定した実験で、アルカリ電池（DAISO）で 400 時間（66 日）、黒パ

ナ（マンガン）で 300 時間（50 日）という結果が得られました。 運用によっては１年以上というロングライフも期待

できますが、運用頻度・時間には個人差がありますので、実際の寿命については保証いたしかねます。 

 

ちなみに筆者の試作原型品（1995年製作）から電池交換は 2009 年にマンガンからアルカリへ１回だけ、「念のた

め交換」でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音創り研究会 JA1SLX   
Shin 
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（２）ファンタム電圧は４８V じゃなくていいのか？ 

ファンタム電圧は、一般に４８V と言われていますが、実際には、それよりも低い電圧であっても問題なく 

動作します。 筆者（JA1SLX ）が 1995 年から、さまざまなコンデンサマイクの野外ステージ音響用ファンタ

ム装置として愛用してきた自作品（27V）の使い勝手が良く、手放せない小物機材になっています。 

その良さを元にキット化したのが「DPP-01」および「DPP-02」です。したがってこの方式の実績は十分でし 

よう。 

 

9V 電池 3 個ファンタム電源による各種コンデンサマイク動作検証 

  (ファンタム電圧：２７V) 

  マイク （メーカー・機種名） 
DC-  

Bias 
ECM 動作 実測電流（mA) 

1 AKG C-451B   ◯ ◯ 2.2 

2 AKG C-391B ◯   ◯ 1.9 

3 AKG C-480B  ◯   ◯ 0.9 

4 AKG C419   ◯ ◯ 2.1 

5 Neumann TLM-190 ◯   ◯ 2.1 

6 Behringer C-1   ◯ ◯ 2.7 

7 改造中華（BM800 ソースフォロワ）   ◯ ◯ 1.4 

8 無改造中華（BM700 BM800)   ◯ ◯ 1.7 

9 SONY C-38B ◯   ◯ 2.7 

10 SONY C-450 ◯   ◯ 5.7 

11 SONY ECM-56A   ◯ ◯ 1.7 

12 Shure BETA87A   ◯ ◯ 1.4 

13 i SK BM-600 ◯   ◯ 1.9 

14 Shin Craft fetⅡ   ◯ ◯ 1.7 

15 AMCRON PZM-30   ◯ ◯ 0.7 

16 Audio Technica AT871R   ◯ ◯ 1.9 

17 marantz MPM3000 ◯   ◯ 未測定 

18 Behringer ECM-8000   ◯ ◯ 2.5 

19 MXL 550 ◯   ◯ 未測定 

20 MXL 551   ◯ ◯ 未測定 

 

ここではあえて DC バイアス型と ECM とを分類しました。 
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６．DPP-02 回路図 

 

７．組立 

 かなり多くのパーツを使用します、まず作業環境を整理してゆっくりパーツを取り出してください。 

ポリ袋の中身は内容・個数確認を３回にわたっておこなっていますので「間違いない」と思いますが、念のため巻

末の部品リスト及び写真内容通り部品が揃っていることをご確認ください。 

代替え・補填部品の準備はありませんので部品の紛失には十分お気をつけください。 

 それではいよいよ組立に入りましょう 

  (1)準備する工具など 

 ・ハンダゴテ（20～40W） ・ラジオペンチ  ・ニッパー（電子回路用）  ・ピンセット（先の細いしっかりしたも

の）  ・プラスドライバーは持ち手（柄）の細いものが使いやすいです、先端のしっかり合ったものをお使い

下さい 

 

※各工具は電子回路用を用います、「電工用」では作業できません。 
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  (2)写真をご用意していますので、これを参照して組み立てて下さい。 

 まずケース全体の写真から。 

 

 

フロント側 

 

 

リア（XLR レセプタクル）側 

(3)XLR レセプタクルの取付け 

   M3 丸皿ビスと M3 ナットを使ってレセプタクルを固定します。（３本あるビスで１本長いものを使います） 

   右上写真 A 部のナットの取り付けで苦労すると思います。ケースコーナー部のスペースが狭いため、  

   指が入りにくいからです。細身のマイナスドライバの先端に、小さく切った両面テープを張り、それ  

   にナットを粘着させ、ビスのシャフトにあてがうと上手くゆきます。（ご参考までに） 

 

ご注意！ 

プラスチックケースを半田ゴテの熱

で溶かさないように十分ご注意くだ

さい。 
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重要！（前加工） あらかじめ実施しておきます。（オス・メス共） 
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難関ねじ止め箇所（ A ）

長いビス（丸皿 3-15）使用

コネクタはA点のネジ１本を通して大きな
丸穴から外側に外しかけて長ネジの先が

こちらを向くようにしてA へのナット止めを

やりやすくする。

A

3mm ナット
 

 

ネジ山にナットがかかったら指先でナット

を押さえ、ドライバーで絞めこんでいく。

XLRレセプタクルを傾けている間はナット

が勝手に回ることはないとおもいます。 

傾きをストッパーにしてビスを絞めていけ

ば良い。 

XLR コネクタ（レセプタクル）を正規位置

に直し、対角側のネジ（短い）と同時に位

置を揃えて絞めこんでいく。 
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無事難関突破しました。 

 

 

ネジは最初は仮締め、位置・角度を整えながら本締めする。 

使用 XLR レセプタクルのオス・メス、向きなどを確認する。 

 

以上で XLR レセプタクルの取り付けは完了です。 
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(4) スナップスイッチ～XLR メス間の組み立て 

    ①スナップスイッチ取付と 6.8KΩｘ２半田付け 

・スナップスイッチの取り付け方向に上下はありません、ON/OFF 表示プレートは ON を「天側」に向けます。 

・ON/OFF 表示パネルはややゆるめです、手で位置を合わせながらネジを絞めてください。 

                 

   

（５） ＸＬＲレセプタクル側との配線、部品取り付け 

（前加工） 

      

① ②

③ ④

10mmに切断する リード線（黄・白）をマイナス側に半田付け

１Φ熱収縮チューブをかぶせる 熱収縮チューブコテで温めて収縮させる

 

隣の端子とのショートに注意してきれい

に半田付けしてください。 
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・XLR レセプタクル～電源スイッチ間その１ 

電解コン極性はコネクタ側②③が(＋)、黄と白線側が (－))です。  

そして 2 本の 6.8kΩ抵抗の足は XLR レセプタクルの電極②と③に 5mm 位かかったところで切断・半田付します。 

        

 

 

・XLR レセプタクル（メス）～電源スイッチ間その２ 

6.8kΩ抵抗２個は足が 5～6mm 露出する程度「透明熱収縮チューブ」をかぶせる。（場所がせまいので特に熱収

縮させる必要はありません。） 

 

50V100μＦ電解コンは XLR 2 ピン（ホット側）に黄色線、３ピン（コールド側）に白線を半田付けする。 

6.8kΩ抵抗は XLR2 ピン及び 3 ピンにそれぞれ半田付けする。 

          

足を切り終わったら「透明 熱収縮チュー

ブを通しておくのを忘れずに。 

ご注意！ 

プラスチックケースを半田ゴテの熱

で溶かさないように十分ご注意くだ

さい。 
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・XLR レセプタクル（オス）まわりの配線処理 

XLR レセプタクルの ①黒線、②黄色線、③白線を半田付けします。 

        

 

             

（６）LED 取り付け配線 

    

・ LED の先にブラケットをかぶせます。 

・ ブラケットにおさまった LED は、取り付け穴に配線を差し込んでからケースの外側から内側に向けてブラケ 

ットを押し込めば固定されます。 
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（７）XLR レセプタクル（メス）、GND まわりの配線処理 

                  

ここまでくればもう少しです、このあたりが込み入っていますので手描き図をよく見て配線を進めてください。 
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（８）仕上げ 

（写真をよく見ながら電池スペースを確保します。クッションスポンジ（裏紙は少しはがしづら 

いです）を貼り付けます。ビニールタイで配線をまとめる（フタが閉まらなくなるので押しつぶしながら）。 
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・ゴム足取り付け  

  

 

 

 

 

 

 

完成です 
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８．Tips & 注意点 

 ① インターフェア（回り込み）対策 

プラスチックケースのため本来なら無防備に見えますが配線のツイストペア化及び小型リングコアを採用し、

実際の運用（200W）でテストを行い、問題ありませんでしたが、ハイパワー、ANT などさまざまな環境に合わ

せて「パッチンコア」などの対策をおこなってください。 

 

② グレードアップについて 

  本キットは電池電源の質の良さを味わっていただくのに十分な内容となっています。 

  スタジオ品質へのグレードアップも可能ですので回路図をご参考の上、使用パーツなどを吟味して個人責 

任にてお願いいたします。 

 

 

 

９．使ってみよう 

 ①配線チェック 

   電源スイッチを入れる前に、配線に間違いがないか今一度、確認してください。 OK であれば、スナップス 

イッチを ON の方向に倒してください。 LED が点灯する筈です。点灯を確認したら、テスターで電圧をはかりま

しょう。 

XLRレセプタクル（メス）の①と②の間で27 ～30V、①～③の間でも同様に27～30V供給されていれば正常で

す。（この時はまだ何も接続しません）。 

一旦、電源を切り、コンデンサマイクや、マイクアンプとの結線を行なってください。 その際、マイクアンプの電

源は、まだ入れないで下さい。 

 

 ②電源投入 

    当ファンタム電源 BOX のスイッチを ON にしてから、マイクアンプの電源を ON して下さい。 

  マイクアンプの電源が ON になっている状態で、ファンタム BOX の電源を入れると、サージ電圧により、メータ

ーが一瞬振り切れる場合がありますのでこの電源投入の順番を守ってください。 

 

  ③チェック 

使用コンデンサマイクが拾った音をモニタすると、S/N 比の高い、伸びやかな音を確認できると思います。    

周波数特性も 20Hz～20kHz の領域では、ほぼ完全にフラットです。 
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主要諸元 

  コンデンサマイクロホン用乾電池式ファンタム電源装置 

ケース寸法 (W x D x H )  ：100×65×35  （突起部含まず） 

  推奨電池： 006P 型 9V 乾電池（マンガン、アルカリ） 3 個（27V） 

  推奨負荷電流： 約 0.8mA～5mA 程度 

  電池寿命：パナソニック NEO（マンガン電池）にて 300 時間   アルカリ電池にて 360 時間～400 時間 

（手持ちのコンデンサマイク、6 時間/日使用で実測）  

 

１０．あとがき 

3 年前、ふとしたきっかけで音創り研究会メンバーが発表した「激安中華マイクの改造法」がまたたく間に広ま

り、全国でブレイクしました。 

このとき、使用するファンタム電源の質について非常に考えさせられ、DPP-01 を誕生させました。商業録音に

対応できるクオリティが大いに歓迎され純粋電池式ファンタム電源の実力が知れ渡りました。 

「ミキサー要らずでコンデンサマイクが使える普及型」の要望も強くそれが DPP-02 の企画に繋がりました。 

電池式ファンタム電源 BOX さえあればいつどこでもダイナミックマイク並みにコンデンサマイクが動作します。 

この簡便さは一旦味わうと手放せないグッズになることでしょう。 

音創り研究会渾身のファンタム電源 BOX 第 2 弾でお好みのコンデンサマイクによるフォーン運用を FB にお楽し

みください。 皆様の趣味の世界がより豊かなものになれば、何よりの幸いです。 

  

2019 年 8 月吉日 

音創り研究会 

本企画担当 相澤 慎平(JA1SLX) 

 

1． このキットの製作使用によって生じた如何なる不都合に対し当研究会は責任を放棄します。 

2． 但し、使用により得られた喜びは一緒に享受させて頂きます。 

3． 製作・使用についてのご質問等は出来るだけ対応いたしますが、本業ではないメンバーによる応対の

ため、サポートの質、レベルに限界のあることを予めご理解下さい。 

4． 連絡先  sound_ai@xk9.so-net.ne.jp  相澤 慎平(JA1SLX) 
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１１．キット内容品    

 パーツ名  内容 数量 

① エンクロージャー  加工済み 1 

② XLRレセプタクル オス  1 

  メス （PUSHボタン側） 1 

③ ゴム足  ４個１組（３M製） 1 

④ スナップスイッチ  ON／OFF表示パネル付 1 

⑤ ネジ ビス 丸皿M3-10  ３本 M3-15  1本 4 

  ナット M3 4 

⑥ 電池スナップ  （１個はリード線 短い） 3 

⑦ LED  （黒側に47kΩ入り） 1 

⑧ LEDブラケット   1 

⑨ ビニール線  黄 白 黒 各１本 3 

⑩ フェライトリングコア   3 

⑪ コンデンサ  50V100μF 2個  積層セラコン1個 3 

⑫ 抵抗  6.8kΩミニ1/4W金属皮膜 2 

⑬ 熱収縮チューブ  １Φ３本、1.5Φ１本、3Φ透明、黒各

１本 

6 

⑭ スズメッキ線  少量 1 

⑮ ポリスイッチ  0.1A 1 

⑯ ビニタイ（束線用）  黒 1 

⑰ 半田  約１ｍ 1 

⑱ バッテリー  マンガン 006P 3 

⑲ クッションスポンジ   1 
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