
ファンタム電源の供給
コンデンサーマイクの使用にはファンタム電源 (+48 V) が必要となります｡ マイク
をファンタム電源に接続すると､コントロール LED が点灯します｡ 異常のあるファン
タム電源の使用に伴う C-1 の損傷については当社では一切の責任を持ちません｡ フ
ァンタム電源の投入時には再生機器をミュートに切り替えてください｡ 

指向特性
C-3 は､デュアルラージダイアフラムマイクロフォンです｡ そのため､カーディオイ
ド､ フィギュア 8 そして無指向性の 3 種類の指向性パターンが選択できるようにな
っています｡ マイクの裏側にあるスイッチを使って､ パターンを切り替えることが
できます｡ 

カーディオイド
この指向性パターン (スイッチ位置中間 ) を持つマイクは､マイク前方から入る
音声を主に拾い､マイク両側からの音声はそれほど収音されない仕組みになってい
ます｡ マイク後部から入る音声はほとんど収音されません｡ そのため､カーディオ
イドパターンのマイクは､楽器もしくはボーカルの個别レコーディングに適してい
ます｡ 
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双指向性 (フィギュア 8)
フィギュア 8 パターン (スイッチ位置左 ) のマイクは､マイクの前方もしく
は後部から直接入る音声の録音に最適です｡ マイクの両側､もしくは上部及び
下部から入る音声は収音されにくくなります｡ そのため､この指向性は向かい
合った二人のナレーター等の音声を収音するレポーターマイクとして適して
います｡ また､必要に応じてリバーブもしくはエコー効果を生成する事も可
能です｡ そのためには､マイクを音源と壁の中間に設置する必要があります｡ 
音声はマイク前方から最初のメンブレン (膜) に到達します｡ 壁から反射され
た音声はその後､マイク後方から 2 つめのメンブレンにいくらかの遅れ (ディ
レイ) を伴って到達します｡ こうしてリバーブもしくはエコー効果が生成でき
るわけです｡ マイクと壁の距離を調節すれば､ ディレイタイムを変更すること
も可能となります｡ 

無指向性
C-3 をこの無指向性パターン (スイッチ位置右 ) で使用した場合､マイクは
各方向から入る音声に対して同様のレベルで反応します｡ この指向性パター
ンは､自然なサウンドが求められるレコーディングセッション､もしくはマイ
クの周りに設置された音源を収音するのに最適です｡ 

ローカットフィルターとアッテネーション信号レベル
ローカットフィルターは､ C-3 の前方に設置された左スイッチによって起動さ
せることができます (スイッチ位置左  )｡ 超低周波ノイズなどの不快な音
がこれによってカットされます｡ また､マイクに近接した距離でのボイスレコ
ーディングを行っている場合にローカットフィルターがオンになっていると､ 
ほぼ直線的な周波数レスポンスが得られます｡ 
C-3 の右前方に設置されたスイッチは -10 dB 信号レベルアッテネーションを起
動させます (スイッチ位置右､ -10 dB)｡ この機能は､例えばベースドラムのよう
な音圧の高い音源をレコーディングする際に特に使用されます｡  

マイクのインストール方法 
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図 4.1: マイクスタンドの固定

マイクにはホルダーがネジ止めされており､ネジ径 3/8 インチ AKG 規格もしく



は 5/8 インチ SHURE 規格のマイクスタンドに固定することができます｡ アダプ
ターは付属されています｡ まずマイク下部にある大きなネジ (3) を廻してマイ
ク (1) を取り外してください｡ マイクホルダー (2) をマイクスタンドに固定し
たら､マイクを再びホルダーに戻し､ネジを廻して固定します｡ 
一般的に､マイクは音源に対して垂直に設置します｡ 音源に対するマイクの角
度によって､録音音声が変わってきますので､お好みの音声が得られるよう様
々な角度を試してみてください｡ ねじを緩めればマイクはホルダーごと回転
させることが出来ます｡ 
垂直に設置されたマイクを傾けたい場合は､付属されているマイクホルダーの
ジョイント部を調節してください｡ 

◊ ◊ ネジ穴を損傷する場合がありますので､ネジは強く締めすぎないようにお
気をつけ下さい｡ 

C-3 をホルダーから取り外し､市販のサスペンションに固定することももちろ
ん可能です｡ 

オーディオ接続
C-3 の接続にはバランス型の XLR マイクケーブルを使用してください  
(ピン構成は以下の通り): Pin 1 = Shield, Pin 2 = +, Pin 3 = - ｡ C-3 のすべての接点は
金メッキ加工されているため､ケーブル側にも金メッキコネクターの使用を
お勧めします｡ 

音量調整/基本音声の設定
ミキサーのマイクチャンネルに設けられたゲインコントローラーを､ピーク 
LED が全く点灯しないか､ごく稀に点灯する程度に調整します｡ マイクチャン
ネルの EQ コントローラーは最初の状態では中央位置に設定しておきます; ロ
ーカットフィルターおよびアッテネーション信号レベルは､オフに切り替えて
ください｡ スタジオのレコーディングルームでは､好みの音声が発生するよう
にマイクの位置を移動させてみるのもいいでしょう｡ また､音源に対して様々
な角度に防音壁を設置することも理想の音声の発生に役立つことでしょう｡ 
イコライザーやシグナルプロセッサーは基本となる音声が希望の状態に調整
されてから必要に応じて接続します｡ 
C-3 は非常に直線的な周波数レスポンスと高い解像度を実現するため､ 
音声に過大な影響を与えノイズレベルを不要に増幅する高周波帯域の EQ 調整
が不要になります｡ ミックスやレコーディングの際に失われがちな音声の透
明度は､これによって保たれることになります｡ 
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仕様

コンバーター形式 コンデンサー, 16 mm

指向特性 カーディオイド, 図 8, オムニ

コネクター バランス型 XLR コネクター  
(金メッキ加工)

オープンサーキット感度 -40 dBV/pa (10 mV/pa)

周波数レスポンス 40 Hz - 18 kHz

最大入力音圧> 142 dB

等価音圧レベル 23 dBA (IEC 651)

力度の範囲 119 dB

定格インピーダンス 350 Ω

電源電圧 / ヒューズ

動作電圧 +48 V

消費電流 7.0 mA

-40 dBV/pa (10 mV/pa)

寸法および重量

寸法 0 胴部 54 mm, 
長さ 180 mm

重量 約 0.42 kg

Behringer は常に最高の専門的基準を維持するために努力しています。これらの努力の結
果、事前の通知なしに既存の製品に変更が加えられる場合があります。仕様および外観
は、記載または図示されているものと異なる場合があります。

法的放棄
ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生
じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびそ
の他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に
帰属します。Midas、 Klark Teknik、Lab Gruppen、 Lake、Tannoy、Turbosound、 TC Electronic、 TC 
Helicon、Behringer、Bugera、 Oberheim、 Auratone および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の
商標または登録商標です。 © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証
適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 
musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。
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