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●アナログ放送をデジタルで受信する

日本でもデジタル音声放送というのが以前か

ら行われていますが、ここで作ってみるのは従来

から行われているアナログ音声放送を受信する

DSP ラジオです。

アナログからデジタルへの移行では、先輩格の

レコードから CD へというのがあります。レコー

ドから CD になってスクラッチノイズがなくなり

ましたし、安価な装置できれいな音を再生できる

ようになりました。

DSP ラジオは、これに似ています。最近では、

インターネットで“DSP ラジオ”で検索すると、

多くのサイトがみつかる時代になってきました。

ポケットに入るようなラジオは、これからは DSP
ラジオになっていくことでしょう。

●だれが作っても同じように聞こえる

            ……DSP ラジオの特長

これは主に従来のアナログラジオとの比較と

いうことになりますが、DSP ラジオの特長をあげ

てみると

・再現性がいい

・FM ラジオが簡単に作れる

・バリコンや OSC、IFT が不要

といったことになるでしょう。

まず、DSP ラジオは調整箇所がないので、だれ

が作っても同じように働きます。これは再現性が

いいということで、画期的なことといえます。

つぎに、従来のアナログラジオでは中波の AM
ラジオはそうでもなかったのですが、VHF の FM
ラジオを作るのが難しく、自作例の紹介もほとん

どありませんでした。

DSP ラジオでは、AM ラジオと FM ラジオは扱

いがまったく同じになります。そのようなわけで、

FM ラジオが簡単に作れます。

最後に、最近ではアナログラジオに不可欠だっ

たバリコンや OSC、IFT がほとんど入手できなく

なりました。DSP ラジオでは、これらの部品がい

りません。

これからは、安価で手軽にラジオを作ろうとい

うようなときには、DSP ラジオになっていくこと

でしょう。

●DSP ラジオの成り立ち

DSP ラジオの DSP はデジタルシグナルプロセ

ッサ（digital signal processor）のことで、デジ

タル信号の処理をするマイクロプロセッサのこ

とです。

さて、オーディオでもラジオでも、入力と出力

はアナログです。ではレコードと CD、あるいは

アナログラジオと DSP ラジオの違いはどこにあ

るのでしょうか。

ラジオ放送にはAMとFMの二種類があります
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が、DSP ラジオの成り立ち

は図 1 のようになります。

これでわかるように、DSP
ラジオは RF 部とデジタル

部からできています。

図 1 の RF 部は従来のア

ナログラジオでも DSP ラ

ジオでも同じなのですが、

DSP ラジオではダイレク

トコンバージョン方式が採

用されています。そして、局発は VCO（電圧制

御発振器）になっていますから、ダイヤル式の場

合、同調は可変抵抗器で行うことになります。

DSP ラジオがアナログラジオと大きく違うの

は、デジタル部にあります。RF 部から取り出さ

れたアナログ信号は ADC でデジタル信号に変換

され、そのあとで DSP の中でラジオに必要なさ

まざまな処理が行われます。

このようにして DSP の中で処理が終わったデ

ジタル信号は、DAC でアナログ信号に直されて

スピーカを鳴らします。

●自作にはモジュールを使うのが実際的

DSP ラジオ用 IC をインターネットで調べてみ

ると、主に海外のメーカーからいろんなものが発

売されています。

これらはみんな同じような性能を持っていま

すが、基本的には単独で働くダイヤル式とマイコ

ンと組み合わせて使うものがあります。

一方、DSP ラジオ用 IC のパッケージは自作が

可能な 2.54㎜ピッチのDIPタイプのものはなく、

例外なく表面実装タイプでピンのピッチも 1.27
㎜以下のものばかりです。これでは、DSP ラジオ

用 IC そのものを使っての自作は困難です。

このようなときに便利なのが、2.54 ㎜ピッチに

変換するピッチ変換基板です。そして、DSP ラジ

オ用 IC によってはピッチ変換基板に乗せた DSP
ラジオモジュールが用意されています。

このようなモジュールには、必要な電子回路を

内蔵させてモジュールを DSP ラジオとしている

ものもあり、これから作る DSP ラジオではその

ようなモジュールを使います。

●ラジオ放送と DSP ラジオ

DSP ラジオの受信範囲はアナログラジオの場

合と違って DSP ラジオ用 IC で決まりますが、

DSP ラジオ用 IC はたいてい外国で作られていま

すから日本のラジオ放送にマッチするかどうか

は不安のあるところです。

このあとの DSP ラジオの製作では、DSP ラジ

オ用 IC の持っている BAND（AM か FM か）や

受信周波数範囲の中から、表 1 に示した日本のラ

ジオ放送の現状に近いものを選ぶことになりま

す。

●日本の AM 放送は 526.5～1606.5kHz

電波法令をみると、日本の AM 放送は 526.5～
1606.5kHz を使うことになっています。また、放

送局と放送局の間のチャネル間隔（セパレーショ

ン）は 9kHz です。

図 1 ダイヤル式の DSP ラジオの成り立ち

1-2 日本のラジオ放送の予備知識

種 類 日本のラジオ放送 M6952 セパレーション

AM 526.5～1606.5kHz 522～1620kHz (MW) 9kHz

FM 76～95MHz 70～93MHz (FM1) 100kHz

表 1

日本のラジオ放送と DSP ラジ

オモジュール M6952 の周波数
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一方、実際に AM 放送局に割り当てられている

周波数を調べてみると、531～1602kHz です。こ

れは、サイドバンドが上下に 4.5kHz ずつ広がる

とすると 526.5～1606.5kHz となり、電波法令に

定められている値にすっぽりと収まります。

●日本の FM 放送は 76～95MHz

超短波放送に分類される FM 放送は従来は 76
～90MHz が割り当てられていましたが、現在で

は FM 補完中継局を含めて表 1 のように 76～

95MHz が割り当てられています。

そこで、実際に FM 放送局に割り当てられてい

る周波数を調べてみるとFM補完中継局を含めて

76.1～94.9MHz となっています。

FM 放送の場合、放送局と放送局の間のチャネ

ル間隔（セパレーション）は 100kHz となってい

ます。

ここではこのあと、日本の FM 放送に割り当て

られている周波数は 76～95MHz ということで話

を進めることにします。

●DSP ラジオモジュールを選ぶ

DSP ラジオ用 IC や DSP ラジオモジ

ュールにはいろんなものが発売されて

いますが、ここで選んだのはaitendo（ア

イテンドー）の DSP ラジオモジュール

（FM/AM）の M6952 です。

この M6952 は、同調（選局）を可変

抵抗器（VR）で行うダイヤル式の DSP
ラジオモジュールです。ダイヤル式なら、

マイコンは必要ありません。

M6952 は写真 1 のようなもので、

AKC6952 という 0.65 ㎜ピッチの

TSSOP28 パッケージ（表面実装型）に収められ

た DSP ラジオ用 IC が使われています。

そこで、ピッチ変換基板で 22 ピンの 2.54 ㎜ピ

ッチに変換されていますが、ここにクロック発振

など電子回路の一部が納められて DSP ラジオモ

ジュールの M6952 になっています。

これから作る DSP ラジオには、この DSP ラジ

オモジュールの M6952 を使うことにしました。

●M6952 の情報を集める

M6952 の使い方は、モジュールには付属して

いません。使い方は、aitendo のホームページに

紹介されています。そこで、aitendo のホームペ

ージと、Web 上にあるさまざまな記事を参考にし

ました。

図 2は aitendo のホームページに紹介されてい

るM6952によるDSPラジオの作り方を示したも

2-1 DSP ラジオモジュールの選択と紹介

2 aitendo の M6952 で作る DSP ラジオ

写真 1 DSP ラジオの製作に使うモジュールの

M6952（大きさは 20×35 ㎜）

図 2 aitendo のホームページに示された M6952 の使い方
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ので、これを基本とします。とりあえず、このよ

うにつなげば DSP ラジオが作れるというわけで

す。

図 2 をみると FM1、FM2、TV、MW の四つの

バンドをカバーするとなっています。このような

機能や電気的特性は使用するDSPラジオ用 ICで

決まりますから、AKC6952 のデータシート（中

国語）もダウンロードしました。

●AKC6952 のデータシート

AKC6952 のデータシートは中国語のものなの

で難解なのですが、使用可能な電源電圧や電源電

流、バンドの切り替え方法や受信周波数の範囲な

どはデータシートでおさえておく必要がありま

す。

まず電源関係ですが、動作電圧範囲は 2.0～
4.5V です。また、消費電流は 25mA ほどでアナ

ログラジオに比べるとちょっと多目です。消費電

流については、DSP ラジオが完成したところで測

ってみることにします。

ついでに、AKC6952 には基準電圧として

VREF_P（1.5V）と VREF_N（0.5V）が用意さ

れており、同調やバンド切替（AM/FM）、音量調

節はこの二つの基準電圧を使って直流的に行い

ます。

AKC6952 はバンド切替に方式 1 と方式 2 の二

つの方式を持っていますが、モジュールの M6952
には方式 2 のほうが採用されています。

そのほか、ラジオの良さを表す 3S（Sensitivity-
感度、Selectivity-選択度、Stability-安定度）は

DSP ラジオ用 IC で決まります。これらについて

は、実際にラジオが完成したところで今までのア

ナログラジオと比べてみることにします。

●M6952 での同調やバンド切替の方法

2.54 ㎜ピッチに変換された M6952 の場合、モ

ジュールの底面はあとで示す写真3のようになっ

ています。実際に DSP ラジオを作る場合には、

このピン名称により行います。

では、図 3 で同調やバンド切替の方法を説明し

てみましょう。

まず、図 3（a）は同調の方法で、これは図 2

の TUNING と同じです。使用する VR の値は何

kΩでもいいのですが、図 3（a）では図 2と同じ

く B カーブの 50kΩ（B50k）にしてあります。

続いて、図 3（b）のバンド切替について説明し

てみましょう。図 2 では BAND SW は図 4 のよ

うになっており、BAND SW ごとのバンドは

・FM1：70～93MHz
・FM2：56.25～91.75MHz
・T V：174.75～222.25MHz
・M W：522～1620kHz

となっています。これは、AKC6952 のデータシ

ートに示された方式 2 そのものです。

これらのうち、FM2 はラジオとしては実際的

ではありませんし、TV は今ではなくなっていま

すから除外することにしました。その結果、バン

ド切替は図 3（b）のよう AM/FM の二つとしまし

た。

なお、バンド切替は図 2 に示された図 4の方法

ではなく、図 3（b）のようなやり方にしてありま

す。図 3（b）だと FM（図 2 の FM1）のときに

（ａ） 同調の方法      （ｂ） バンド切替        （ｃ） 音量調節

図 3 同調とバンド切替、音量調節のやり方

図 4 図 2 の M6952 の使い方に

示された BAND 切替の方法
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R1の 30kΩが入りっぱなしになりますが、これで

どうして図4と同じように働くかは各自考えてみ

てください。

最後に、音量調節は図 3（c）の方法で行えます

が、このあとの DSP ラジオの製作では採用しま

せんでした。その理由については、あとで説明し

ます。

なお、図 3（c）の方法を VR に B50kΩを使っ

て実験してみましたが、うまく音量調節ができま

した。

●ケースにはフリスビーを使ってみた

これから作る DSP ラジオは、今まで使ってい

たアナログラジオに置き換えることを目標とす

ることにしました。

そこで、今までに作ってきて現在実際に使って

いるラジオを調べてみると、ケースにフリスビー

（正式には、フライングディスク）を使ったフリ

スビーラジオがあります。

買ってきたフリスビーは、直径が 22cm のちょ

っと小形のものと、直径が 24cm の大形のものの

二つです。

これらを比べてみると、小形のフリスビーは深

さがないので組み込む物の高さに注意が必要で

す。その点、大形のフリスビーのほうは気にせず

に作ることができます。

というわけで、これらのフリスビーに組み込む

DSP ラジオをどうするかを考えたのですが、小形

のフリスビーには AM 用 DSP ラジオを、また大

形のフリスビーには AM/FM 用 DSP ラジオを組

み込んでみることにしました。

なお DSP ラジオの場合、AM 用と AM/FM 用

の回路はまったく同じで OK です。

●DSP ラジオモジュール M6952 の準備

では、M6952 を使った DSP ラジオを作ってみ

ることにしましょう。その前に…

写真 2（a）は、aitendo の DSP ラジオモジュ

ールの M6952 とピンヘッダーを示したものです。

モジュールの M6952 にはピンヘッダーは付属し

ていませんから、別に用意します。

M6952 とピンヘッダーが用意できたら、写真 2

（b）のように M6952 に取り付けておきます。

このあと M6952 はユニバーサル基板の上に取

り付けますが、このピンヘッダーのピッチは 2.54
㎜ですから、ユニバーサル基板にそのまま挿すこ

とができます。

●DSP ラジオの回路

写真 3 は、M6952 を銅はく面からみたところ

です。ごらんのように 2.54 ㎜ピッチに変換され

たピンには名称がついており、DSP ラジオの製作

にはこれを使います。

図5が、M6952で作るDSPラジオの回路です。

この回路で、AM ラジオ用と AM/FM ラジオ用で

同じものを 2 台作ります。

DSPラジオを動作させるための電源電圧（VCC）

は、M6952 に搭載されている AKC6952 の動作電

圧範囲が 2.0～4.5V でしたから 3V を標準としま

した。

では、図 5 を DSP ラジオモジュールの M6952

2-2 AM 用と AM/FM 用の 2 台の DSP ラジオを作る

（ａ） M6952 とピンヘッダーを用意する

（ｂ） ピンヘッダーを取り付けておく

写真 2 M6952の予備作業、ピンヘッダーは別途

購入する。
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からみていくことにしましょう。

まず AM と FM の入力ですが、図 2 に示された

ように AM についてはバーアンテナを、また FM
についてはアンテナ端子（FM-ANT）を設けまし

た。

AM の場合、バーアンテナのインダクタンスは

AKC6952のデータシートによれば350～450μH
となっていますが、図 5 に示した PA-63R のイン

ダクタンスは 360μH です。

なお、PA-63R を使ったのはインダクタンスの

こともありますが、ユニバーサル基板への取り付

けがはんだづけだけですみ、簡単だったからです。

図 5 で、同調（TUNE）とバンド切替（BAND）

のやり方は図 3 の（a）と（b）に同じです。

●オーディオ回路は大幅に変更する

M6952 に搭載されている AKC6952 はオーデ

ィオパワーアンプを内蔵していますが、Web での

情報をみるとスピーカを直接鳴らすには力不足

のようです。そこで、オーディオ出力用の IC を

別に用意することにしました。

その場合に使うオーディオ出力用 IC は、

M6952 に合わせて、電源電圧が 3V で働くもので

なくてはなりません。そこで、入手が容易で電源

電圧が 3V で働くオーディオ出力用 IC を探して

みると、東芝の TA7368P と JRC の NJM2073D
がみつかります。

これらのオーディオ出力用 IC の動作電源電圧

範囲は、TA7368P の場合には 2～10V で、

NJM2073 の場合には 1.8～15V です。

さて、写真 3 でわかるように M6952 からはオ

ーディオ出力はLとRのステレオで出力されます

が、フリスビーラジオで用意できるスピーカは一

つだけです。そこで、図 5 のようにオーディオ出

力はモノラルとしました。

そのようなわけで、オーディオ出力用 IC は

TA7368P でも NJM2073D でもいいのですが、こ

こでは図 5 のように NJM2073D を使ってみまし

た。

NJM2073D にはアンプが二つ入っており、モ

ノラルの場合には図 5 のように BTL 動作とする

ことにより、電源電圧が 3V のときに 4Ωの負荷

にたいして 300mW の出力が得られます。もし、

オーディオ出力をステレオにする場合には

NJM2073D をステレオ動作とし、図 6 のように

します。

製作する DSP ラジオでは図 5 のようにオーデ

図 5 M6952 で作る DSP ラジオの回路（AM と AM/FM 兼用）

写真 3 M6952 を底面からみたところ
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ィオ出力を別にしましたから、音量調節は

AKC6952 の持っている図 3（c）の方法ではなく、

従来の方法としました。

なお、不使用の M6952 の VOL 端子は、図 5

のように VREF_P につないでおきます。

●使用する部品について

DSP ラジオのメインとなるモジュールの

M6952 やオーディオ出力用 IC のNJM2703 を除

いて、難しい部品は何もありません。

なお、AM/FM の BAND を

決める図 3 の R1と R2の抵抗

器（30kΩと 130kΩ）は E24
（許容差±5%）にありますが、

入手が難しいかもしれません。

みつけたら、少し多めに買っ

ておくといいでしょう。

バーアンテナのPR-63Rは、

アナログラジオ用のものです。

アナログラジオ用ならばどれ

でも同じように使えますから、

入手できたものを使ってくだ

さい。

●ユニバーサル基板の上に組み立てる

回路が決まったところで、DSP ラジオをユニバ

ーサル基板の上に組み立ててみました。使用した

ユニバーサル基板は、サンハヤトの ICB-88（大

きさは 47×72 ㎜）です。

写真 4（a）は小形のフリスビーに収める AM ラ

ジオ用、（b）が大形のフリスビーに収める AM/FM
ラジオ用のユニバーサル基板の完成したところ

です。

  この二つは基本的には同じですが、写真をよく

みるとわかるように、小形のフリスビーに収める

（a）のほうは背の高い電解コンデンサを寝かせ

て取り付けています。また、大形のフリスビーに

収める（b）のほうは背の高さを気にしなくても

いいので電解コンデンサは立ててあり、端子にピ

ン端子を使っています。

写真 5 は、写真 4（a）に示した AM 用 DSP ラ

図 6 オーディオ出力をステレオにする場合

ユニバーサル基板の組み立てとテスト

（ａ） AM 用 DSP ラジオ                  （b） AM/FM 用 DSP ラジオ

写真 4 ユニバーサル基板の上に組み立てた DSP ラジオ

2-3



8

図 7 ユニバーサル基板が完成したところで DSP ラジオをテストしておく

ジオのユニバーサル基板を裏返して銅はく面を

みたものです。見た目はあまりよくありませんが、

肝心の高周波部分はすべてDSPラジオ用 ICの中

に入っていますから、これで AM も FM も同じよ

うに働きます。

●ユニバーサル基板をテストしておこう

小形のフリスビーに収める写真 4（a）に示した

AM ラジオ用と、大形のフリスビーに収める写真

4（b）に示した AM/FM ラジオ用の 2 個のユニバ

ーサル基板が完成したところで、DSP ラジオのテ

ストをしておきましょう。

写真 4 に示したユニバーサル基板に図 7 のよう

にスピーカや VR などを仮につないだら、BAND
端子をショートして AM にし、電源を加えてみま

しょう。

まず、M6952 には表示用の LED として、写真

6 のように BAND を表示する AM-LED と

FM-LED、それに同調をすると光る同調 LED
（TUND LED）が用意されています。これらの

LED は、とても明るく光ります。

電源を加えたときにAM-LEDが光ればOKで、

BAND 端子をオープンにすると FM-LEDが光り

ます。BAND 端子をショートしたりオープンにし

て、BAND 表示用の AM-LED と FM-LED が予

定通りに切り替わることを確認しておきましょ

う。

うまくいったら BAND 端子をショートして

AM に戻し、音量 VR を 10 時の位置にして同調

VR を回してみます。するとおなじみの AM 放送

が受信され、同時に写真 6 の同調 LED が光れば

OK です。

ここまでうまくいったら図 7 のように

FM-ANT をつなぎ、BAND 端子をオープンにし

て FM 放送を受信してみましょう。同調 VR を回

して FM 放送が受信できたときに、AM 放送の場

合と同じように同調 LED が光ればうまく働いて

いることになります。

●フリスビーの入手方法

このあと、組み立てを終わったユニバーサル基

板をフリスビーの中に組み込みますが、それには

フリスビーを手に入れ

なくてはなりません。

フリスビーはおもち

ゃ屋さんやスポーツ用

品店でも入手できるこ

とがありますが、確実

に入手できるとはかぎ

りません。

そのようなときには、

インターネットで検索

すると専門店がいくつ

かみつかります。

写真 5 ユニバーサル基板の銅はく面              写真 6 M6952 に用意されている表示用 LED
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図 8 小形のフリスビーに組み込む AM 用 DSP ラジオのまとめ方

●全体のつなぎ方

では、写真 4（a）に示したユニバーサル基板を

小形のフリスビーに組み込んで、写真 7 のような

AM 用 DSP ラジオを作ってみることにしましょ

う。

図 8 は、AM 用 DSP ラジオの全体のつなぎ方

を示したものです。電源は単三乾電池 2 個（3V）

としてありますが、ニカド電池 2 個（2.4V）でも

OK です。

まずオーディオ関係ですが、スピーカは手持ち

の直径が 66 ㎜φ（実測）のものを使いました。

音量 VR はスイッチ付き（S 付）のものを使い、

電源の ON/OFF スイッチと連動させています。

つぎに AM/FM 切替の BAND と同調 VR です

が、AM/FM 切替は AM だけでいいのでリード線

でショートしておきます。同調 VR は、図 7 と同

じく B50kΩです。なお、FM-ANT は無接続（NC）

で OK です。

写真 8 は、AM 用 DSP ラジオのフリスビーの

内部をみたところです。ユニバーサル基板と単三

乾電池では重さのバランスがよくないのですが、

特に不便はありません。

●ダイヤル目盛りをどうするか

AM 用 DSP ラジオのユニバーサル基板は図 7

でテスト済みなので、小形のフリスビーへの組み

込みは簡単です。

さて、これで AM 用 DSP ラジオが完成したの

ですが、ここで一つ問題があります。それは、同

調 VR のダイヤル表示です。

アナログラジオでは、バリコンにつける周波数

表示のついたダイヤル板が用意されていました。

でも、DSP ラジオでは

このようなものはあり

ません。ちなみに、市

販の DSP ラジオはコ

ンピュータ制御になっ

ており、周波数は液晶

パネルで表示されます。

ここでは、次善の策

として、いつもよく聞

く放送局について、そ

の位置を同調 VR のつ

3 フリスビーの中にユニバーサル基板を組み込む

3-1 小形のフリスビーに組み込む AM 用 DSP ラジオの組み立て

写真 7

小 形のフ リ ス

ビーに組み込

ん だ AM 用

DSP ラジオ

写真 8

AM 用 DSP ラ

ジオの内部を

みたところ
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図 9 大形のフリスビーに組み込む AM/FM 用 DSP ラジオのまとめ方

まみに用意してみることにしました。

私が住んでいるのは千葉県松戸市ですが、ここ

でよく聞こえて、いつも聞くのは

・NHK 東京第 1（JOAK、594kHz）
・NHK 東京第 2（JOAB、693kHz）
・TBS ラジオ（JOKR、954kHz）
・文化放送（JOQR、1134kHz）
・ニッポン放送（JOLF、1242kHz）
です。

写真 9 は、写真 7 の同調 VR のつまみのところ

を拡大したものです。写真9に示した印の青丸は、

市販のカラーラベル（3 ㎜φ）を使いました。

このやり方だと全国共通というわけにはいき

ませんが、自分の住んでいるところで使う限り、

実用的です。

●全体のつなぎ方

つぎに、写真 4（b）に示したユニバーサル基板

を大形のフリスビーに組み込んで、写真 10 のよ

うな AM/FM 用 DSP ラジオを作ってみることに

しましょう。

外観は AM 用 DSP ラジオの写真 7 と基本的に

は同じですが、AM/FM ラジオなので、AM と FM
を切り替える BAND スイッチと FM 用アンテナ

を用意したところが違っています。

図 9 は、AM/FM 用 DSP ラジオの全体のつなぎ

方を示したものです。電源は単三乾電池 2 個（3V）

としてありますが、ここは AM ラジオと同じくニ

カド電池 2 個（2.4V）でも OK です。

つぎにオーディオ関係ですが、フリスビーが大

形なのでスピーカも大形のものを使いました。音

量 VR には S 付のものを使い、電源の ON/OFF
スイッチと連動させているところは AM 用と同

じです。

写真 11 は、

AM/FM 用DSP
ラジオのフリス

ビーの内部をみ

たところです。

これは後で紹介

する FM の受信

範囲に改造を加

えたところです

が、スピーカが

大きくなったこ

写真 9

AM 用 DSP

ラジオの同

調 VR を拡

大 した と こ

ろ

3-2 大形のフリスビーに組み込む AM/FM 用 DSP ラジオの組み立て

写真 10

大形のフリスビーに組み

込んだ AM/FM 用 DSP ラ

ジオ                →

写真 11

ケースの内部の様子 ↓
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ととAM/FM の切り替えがついたことなど以外は、

基本的には写真 8 と同じです。

●ダイヤル目盛りをどうするか

まず、AM の場合のダイヤル目盛りは写真 9 に

示した AM 用 DSP ラジオの場合と同じで OK で

す。

FM の場合も AM の場合と同じようにやること

にしたのですが、私の住んでいるところで通常受

信できる FM 放送は多数あります。そこで、その

中から

・インターFM（JODW、76.1MHz）
・ベイ FM（JOGV、78.0MHz）
・TOKYO FM（JOAU、80.0MHz）
・J-WAVE（JOAV、81.3MHz）
・NHK-FM 東京（JOAK、82.5MHz）
・FM 横浜（JOTU、84.7MHz）
の 6 局を選びました。

*
この原稿を執筆中には聞くことができません

でしたが、2015 年秋になったら TBS が 90.5MHz、
文化放送が 91.6MHz、ニッポン放送が 93.0MHz
（いずれも東京スカイツリーから 7kW で送信）

の放送が聞こえるはずです。

●FM の受信範囲を日本の放送に合わせる

ここからあとは、DSP ラジオ用のモジュールに

M6952 を使った場合だけの話になります。

完成した AM/FM 用 DSP ラジオでは、FM の

場合に同調 VR のつまみにつけた放送局の印（青

丸）は、写真 12（a）のように中央付近に集まっ

てしまっています。

このようになる理由は、表 1 にも示しましたが、

日本の FM ラジオ放送が 76MHz からとなってい

るのに対して M6952 の FM の受信周波数範囲が

70MHz からとなっており、図 10（a）に示した

ように 6MHz だけ下側に広いからです。

図 9 では、この 70～93MHz を図 10（b）のよ

うに 50kΩの同調 VR でカバーしました。実際に

使ってみるとこれでも特に不便ではないのです

が、でも、これではやはり同調がちょっとクリチ

カルです。

そこで、図 10（c）のように同調 VR の一部を

RLに置き換え、同調 VR のカバー範囲を狭くして

みることにしました。

なお、図 10（a）に示したうち、93～95MHz
については残念ながら M6952 では受信すること

はできません。

●下側の 6MHz を RL に受け持たせて

  カバー範囲を 76～93MHz にしてみる

では図 10 で同調 VR を回したときに周波数が

図 10 FM の受信周波数範囲を変える試み

図 11 RL を入れて 76～93MHz を受信する場合のつ

なぎ方
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直線的に変化すると仮定して、RLの値を計算して

みることにしましょう。なお、この仮定は結果的

には OK でした。

図 10（a）の下側の 6MHz を図 10（c）のよう

に RLに受け持たせると、RLは

＝
6 × 50
17

≒ 17.6[kΩ]

となります。

計算の結果をみると RL の値にはこのように端

数がつきますが、RLを実際の抵抗器に置き換える

には値をまるめなければなりません。

そこで図 10（a）を吟味すると受信周波数範囲

は狭いよりも広いほうが安全なので、図 10（c）
の RLは計算値より小さくします。

図 11 は、RLを入れて同調 VR を回したときの

受信周波数範囲を 76～93MHz にする場合のつな

ぎ方を示したものです。RLは計算値よりも小さく、

15kΩとしました。

図 11でわかるように、RLを入れる場合にはAM
ラジオの場合の対応のために BAND SW には 2
回路のものが必要です。

実は、写真 11 に示した AM/FM ラジオの内部

の写真は RL を入れた図 11 の場合のもので、

BAND SW は 2 回路のものを使っています。

写真 12（b）は、図 11 のように RLを入れて同

調 VR での受信周波数範囲を 76～93MHz とした

場合のダイヤル目盛りを示したものです。

これをみると、ダイヤル目盛りの青丸は下側に

伸びており、同調の操作はずいぶん楽になりまし

た。

このように RL を入れる必要があるかどうかは

わかりませんが、やってみる価値はあります。こ

のようなことがやれるのも、自作の楽しみといえ

るでしょう。

●感 度

従来から使っているアナログラジオと比べて

みましたが、アナログラジオで聞こえていたもの

は DSP ラジオでもみんな聞こえました。

アナログラジオでは作り方や調整で聞こえ方

が違ってきましたが、DSP ラジオの場合にはその

ようなことがありません。

その結果、だれが作っても同じように働くとい

う意味で、むしろ感度はアナログラジオより DSP
ラジオのほうがいいものが作れるといったほう

がいいかもしれません。

●選 択 度

これも、アナログラジオの場合には IF にセラ

ミックフィルタが入っているとか IFT の調整で

選択度や通過帯域幅が変わりましたが、DSP ラジ

オの場合には DSP で処理されますからそのよう

なことはありません。

  アナログラジオの場合には同調 VC を回すと次

第に聞こえ始めますが、DSP ラジオで同調 VR を

回してみると突然聞こえ始め、ちょうど PLL の

ロックがかかったような感じです。ロックがかか

っている間は、同じように聞こえます。

●安 定 度

アナログラジオでは、作り方によっては夏と冬

の温度差で局発の周波数が変化し、同調がずれて

しまいました。これは、安定度が悪いということ

になります。

RL

（ａ） オリジナルの 70～   （ｂ） RL を入れて 76～

93MHz の場合         93MHz とした場合

写真 12 RL で受信周波数範囲を変えてみる

4-1 感度、選択度、安定度はどうだろう

4 DSP ラジオの性能を体験してみる
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DSP ラジオについてはまだ経験が不足し

ますが、少なくとも冬の朝の温度の低いとこ

ろからストーブで温まったところまで、聞こ

えなくなるということはありませんでした。

●DSP ラジオの消費電流

AKC6952 のデータシートを紹介したとき

にも触れましたが、DSP ラジオの消費電流

（電源電流）は気になるところです。そこで、

DSP ラジオの無信号時の消費電流を調べて

みました。

まず、もっとも気になる DSP ラジオモジュー

ルのM6952に流れる電流 ICC_M6952を測ってみ

たら、図 12 のように約 30mA でした。

M6952 に使われている AKC6952 のデータシ

ートをみると、電源電流は 25～28mA です。モジ

ュールになって表示用の LED での消費電流が気

になるところですが、LED を光らないようにし

ても消費電流はあまり変わりませんでした。

なお、M6952 に搭載されている LED は、LED
の消費電流は少ないにもかかわらずとても明る

く光っていました。

つぎに、オーディオ出力用 IC に流れる電流

ICC_PA ですが、これは NJM2073D のデータシー

トにあるとおり約 6mA でした。

以上の結果、DSP ラジオの全消費電流 ICC_ALL
は約 36mA となりました。これをみると従来のア

ナログラジオに比べると消費電流は 2倍ほどと多

くなっています。

これを理解した上で、DSP ラジオを短時間で使

うのか長時間鳴らし続けるかといったことで使

いこなすのがうまい手といえるでしょう。

なお、市販の DSP ラジオの電源電流を測って

みましたが、同じような値でした。

●本来 FM ラジオは音がいい

我が家のオーディオのアンプは ONKYO の

R-805TX（定格出力は 8Ω負荷に 15W+15W、

10Hz～30kHz）で、これにヤマハのスピーカシ

ステムがつながっています。

R-805TX は FM チューナを内蔵しており、か

ねてからFM放送で音楽を聴くたびにすばらしい

音に酔いしれていたものでした。

一方、今回作成したDSPラジオのうち、AM/FM
用 DSP ラジオでは FM 放送を聞くことができる

のですが、AM 放送を主体にしたこともあって

FM 放送を受信したときのフリスビーラジオの音

はお世辞にもいいとはいえませんでした。

図 12 完成した DSP ラジオの消費電流 (ICC)を調べる

4-2 DSP ラジオの Hi-Fi 度を体験する

図 13 M6952 から出力を取り出す        写真 13 M6952 のピンヘッダーから出力を取り出したところ
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そこで、製作した AM/FM 用 DSP
ラジオの出力を我が家のアンプにつ

なぎ、DSP ラジオの Hi-Fi 度を体験

してみることにしました。

●AM/FM 用 DSP ラジオを

アンプにつなぐ

最初は、AM/FM 用 DSP ラジオの

準備です。DSP ラジオからの出力は、

とりあえず図 13のようにM6952のR
と L から取り出し、R-805TX で空い

ていた MD 用の入力端子に入れるこ

とにしました。

この場合、 DSP ラジオの出力レベルが

R-805TX の入力レベルに合うかどうかが気にな

るところですが、実際にやってみたらちょうどい

い感じでした。

写真 13 は、AM/FM 用 DSP ラジオのピンヘッ

ダーから出力を取り出しているところです。この

ようにすると図 5 に示した 100kΩ以下の回路が

つながりっぱなしになりますが、その影響は無視

できる範囲です。

準備ができたところで、さっそく FM 放送を聞

いてみました。写真 14 はその様子を示したもの

で、当たり前といえばそうですが、低音部から高

音部まで、R-805TX に内蔵されている FM チュ

ーナと遜色ない音で鳴りました。

写真 14 DSP ラジオは十分に Hi-Fi だった


