
いつも FB なアイデアを提供し

てくれている JH1ISF 浜田 OM か

ら、FM ラジオ用の面白い IC があ

りますよと、過日 TDA7000 が送ら

れてきました。

ときどき、あっと驚くような IC

が登場して私たち自作マニアを喜

ばせてくれますが、TDA7000 もそ

んな IC の一つといってよいでし

ょう。

浜田 OM が送ってくれた資料を

見ると、TDA7000 はフィリップス

で開発された IC のようです。でも、

おなじみの亜土電子で TDA7000

を買うと付いてくる日本語版のデ

ータ・シートは、日本シグネティ

ックスのものです。では、そのデ

ータ・シートで TDA7000 を簡単に

紹介してみましょう。

TDA7000 は「FM１
ワン

チップ・ラ

ジオ」というもので、18 ピン DIP

に納められており、ピン接続は第

1 図のようになっています。なお、

1 チップ・ラジオとなっています

が、オーディオのパワー・アンプ

は、はいっていません。

第 1 図を見ると、今までの FM

ラジオでは出てこなかった、VCO

とか IF フィルター、ループ・フィ

ルター、ノイズ・ソース、コーリ

レーターといった文字が見えます。

これは、この IC が今までとは違っ

た原理で、FM ラジオを作ってい

ることを表しています。

ついでに、第 1 図にデータ・シ

ートに示された TDA7000 の特徴

と内蔵機能を示しておきました。

TDA7000 の動作を知るには、デ

ータ・シートに示されているブロ

ック・ダイヤグラムをお見せしな

くてはならないのですが、誌面が

ありませんので省略します。興味

のある方は、データ・シートのほ

TDA7000 という IC
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かに、FCZ 研究所の機関誌「THE 

FANCY CRAZY ZIPPY」の No.105

～107 に紹介されていますので、

ご覧になるとよいでしょう。

ここでは、TDA7000 の変わり者

ぶりを、第 2 図の FM ラジオの回

路図で紹介しましょう。回路図を

見ると、従来の FM ラジオでは不

可欠だった IFT やセラミック・フ

ィルターがまったくありません。

これは、IF 周波数が 10.7MHz では

なく、なんと 70kHz だからだとい

うのです。IFT の代わりをしてい

るのは、ピン 7～12 につながって

いるコンデンサーと内部の電子回

路です。

デビエーションが±75kHz もあ

る FM 放送の電波を 70kHz の IF

周波数で処理できる秘密は、前に

紹介した FCZ 誌で勉強してくだ

さい。

なお、この TDA7000 は、FM ラ

ジオのほかにハムが使っているよ

うな狭帯域 FM の受信機にも使え

るそうです（FCZ 誌にはその回路

例も紹介されています）。

さて、この TDA7000 を使って何

か作ってみようと思ったのですが、

最初はすでに実績のある FM ラジ

オの形で利用することにしました。

そこで思いついたのが、第 3 図の

ようにして使う、マイク・リモー

ト・コントローラーです。

私たちがリグの前にすわってオ

ペレートをするとき、リグからい

くら離れようと思っても、マイク

のカール・コードの延びる範囲で

す。そこで、FM ワイヤレス・マ

イグを使って、リグのところまで

電波を飛ばしてやろうというのが、

マイク・リモート・コントローラ

ーの目的です。

マイク・リモート・コントロー

ラーの中には TDA7000 で作った

FM ラジオがはいっており、FM ワ

イヤレス・マイクからの電波でリ

グの送受信を切り替え、また音声

信号をリグに送ります。

なお、FM ワイヤレス・マイク

の電池がなくなったなど、何か突

発事故のためにマイク・リモー

ト・コントローラーが使えなくな

ることも考えられますから、いざ

というときには、すぐにもとのマ

イクも使えるようにしておくこと

にします。

それから、リモコンでやるとき

に確実にリモート・コントローラ

ーが働いたことを音で確認するた

めに、受信から送信、および送信

から受信に切り替わった瞬間に、

電子ブザーをピッと鳴らすことに

します。こうしておけば、リグの

ほうを見ていなくても、安心して

オペレートすることができます。

では、早速作ってみることにし

ましょう。第 4 図が、マイク・リ

モート・コントローラーの回路図

です。

まず、IC1 の TDA7000 のところ

が、FM ワイヤレス・マイクから

の電波を受信する FM ラジオです。

L2 にはコアがはいっていますが、

これを回すと 76～90MHz の範囲

を受信できます。

TDA7000 では、第 1 図の特徴の

ところに書いてあるように、アン

テナ同調回路を省略することがで

きます。これでイメージ混信の心

配がないというのですから、びっ

くりします。

このアンテナ同調回路はとても

ブロードで、同調回路は付けなく

ても確かに働くのですが、第 4 図

では、一応、同調回路を入れてあ

ります。

第 3 図のようにマイク・リモー

ト・コントローラーを使うには、

FM ラジオから、スタンバイ用の

信号と音声信号の二つを取り出さ

なければなりません。このうち、

音声信号のほうは問題ありません

が、スタンバイ用の信号のほうは

どうしたらよいでしょうか。

そこで FCZ 誌を見ると、

TDA7000のピン 1につなぐ “デチ

ューニング・インジケーター” の

回路が紹介されています。これを

参考に第 2 図の FM ラジオと FM

ワイヤレス・マイクでいろいろ実

験してみたら、TDA7000 のピン 1

とピン 2 の直流電圧が、電波を受

信すると上昇するのをみつけまし

た。

早速この信号でトランジスタの

電子スイッチを働かしてみたので

すが、ピン 2 のほうが取り出せる

出力電流が大きかったので、第 4

マイク・リモコンを

作ってみよう
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図のようにピン 2 のほうを使うこ

とにしました。

最終的には、この電子スイッチ

でリード・リレーを働かせますが、

せいぜい十数 mA の電流をコント

ロールするのに、電子スイッチ

（Tr1、Tr2）は、ダーリントン接

続にする必要がありました。

なお、リレー（Ry）と電子スイ

ッチの間に LED がはいっていま

すが、これは目でもってリモコン

の動作状態を確認するためのもの

です。この LED は、待機時には、

ほんのり光っており、送信に移り

リレーが働くと明るく光ります。

このマイク・リモート・コント

ローラーで、ちょっとやっかいだ

ったのが、リモコンの動作を音で

知らせる Tr3と Tr4 の回路です。こ

の回路は、Tr1、Tr2 の電子スイッ

チによって働くようになっていま

す。

まず、受信から送信に移って電

子スイッチが ON になったときに

ピッと音を出すのが Tr3 の回路で

す。ピッと鳴らすのは C1 の充電電

流で、鳴っている時間は R1で加減

できます。

つぎに、送信から受信に移って

電子スイッチが OFF になったと
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きにピッと音を出すのが Tr4 の回

路です。この回路も、ピッと鳴ら

すのは C2 で、鳴っている時間は

R2で加減できます。

この Tr3 と Tr4 の回路は簡易法

なので、理想的な音は出してくれ

ません。まあ、とにかく音が出る

という程度で我慢しなければなり

ません。

電源電圧はリグのほうの電源か

らもらう場合も考えて 12～13.8V

としました。すると TDA7000 の供

給電圧を 2.7～10V の範囲まで下

げてやらなければなりません。

最初、この電圧を下げるのに抵

抗やツェナー・ダイオードを直列

につなぐなど簡易な方法でやって

みたのですが、ちょっと電波が弱

くなると受信が不安定になり、NG

でした。そこで、3 端子レギュレ

ーターで電圧を安定化して 5V を

供給しています。

では、第 4 図の回路をそっくり

プリント板の上に作ってみましょ

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。コ

イルの M25T は RF コイル、リレ

ーの DA1a-12V は DIP タイプのリ

ード・リレーです。むずかしい部

品はなにもありません。

部品がそろったら、プリント板

の加工をしましょう。

第 5 図が、プリント板のプリン

ト・パターンです。TDA7000 を使

った FM ラジオの部分は 50×50

㎜くらいの大きさに収まっていま

す。ずいぶん小さいでしょう。

プリント板の加工が終わったら、

部品を取り付けて組み立てます。

プリント板の組み立てが終わっ

たら、AF OUT にクリスタル・イ

ヤフォーン、LED の端子に LED、

BZ の端子に電子ブザー（圧電ブザ

ー）を仮りにつないで電源端子

（Vcc）に DC12～13.8V を加えて

みます。すると、イヤフォーンか

らザーっという雑音が聞こえてき

たでしょう。

  OK でしたら ANT 端子に 1m ほ

どのビニール線をアンテナとして

つなぎ、L2のコアを回してみます。

これで、地元の FM 放送が聞こえ

てくれば FM ラジオは、まず成功

です。

では、FM ワイヤレス・マイク

から電波を送ってみましょう。L2

を調整するか、FM ワイヤレス・

マイクの周波数を調整して電波が

受かったとき、ブザーがピッと鳴

って LED が明るく光れば、OK で

す。そして、電波を止めたときに

再びブザーがピッと鳴って、LED

が光らなくなれば、すべて成功と

いうことになります。

では、完成したプリント板をケ
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一スの中に収めてみることにしま

しょう。

第 6 図が、ケースに納めるとき

の全体のつなぎ方です。スイッチ

（SW）を OFF にしたときに、も

とのマイクが使えるようにスルー

回路を設けたために、スイッチの

あたりの配線がちょっとややこし

くなっています。

本器のようにリグのマイクをは

ずして、そのあとにつなぐような

ものでは、マイク・コネクターの

問題があります。今回は、私が現

用中の TS-820 や TR-3200、IC-502

などに合わせたために第 6 図のよ

うになっていますが、コネクター

の接続は自分の使うセットに合わ

せなければなりません。

最近の無線機はマイクにリモコ

ン回路を引き出すために、コネク

ターのピンの数が多くなっており、

本器のような付加装置をつけるの

がやっかいになっています。取り

扱い説明書をよく読んで、間違え

ないようにやってください。

第 2 表が、ケース入れに必要な

部品の一覧です。スナップ・スイ

ッチは、3 回路ある 9P のものを用

意してください。ビスとナットは、

2.6mm のものは電子ブザー、2mm

のものは電源ジャックの取り付け

用です。

ケース入れが終わったら、無線

機との間の接続コードを用意して

早速働かしてみましょう。

私はTR-3200に本器とアンテナ

の代わりにダミー・ロードをつな

ぎ、FT-780 でモニターしてみまし

た。

まず FM ラジオの使い心地です

が、同調がかなりシャープで、ち

ょうど自励式のコンバーターで

7MHz を受信しているような感じ

です。そして、同調がはずれると

とたんになんにも聞こえなくなる

（これが TDA7000 の特徴でもあ

るのだが…）ということで、スイ

ッチをいったん切って入れなおし

たとき、再調整が必要なことがお

こりました。そのようなわけで、

FM ラジオには微調整用（同調用

ではない）のバリコンをつけてお

いたほうがよかったのではないか

と思っています。

FM ワイヤレス・マイクからの

電波がうまく受信できるようにな

ったら、モニターしながらプリン

ト基板の上の VR を調整します。

音質のほうは、なかなか FB でし

た。

なお、本器は SSB の無線機でも

FM の無線機でも使えますから、

いろんな無線機につないで運用し

てみてください。            □
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