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FPGA のソフトウェア（VHDL）でSSB信号発生器をつくってみました。 じつは数年前にも⼀度つくったこと

( http://ojisankoubou.web.fc2.com/apb-1/ssbgen.html )があり、このときは⼀部簡略化したものだったのでスプ

リアスがありましたが、今回は手抜きなしです。

SSB 信号発⽣器は以下の処理をします。 いわゆる位相方式になるのでしょうか。 ソフトウェア受信機（SDR）で

の SSB 受信信号処理のちょうど逆になります。

① 音声信号を正の周波数だけにする（＝USB にする）

② 音声信号のサンプリング周波数をアップサンプリングしてキャリアのサンプリング周波数と同じにする

③ 音声信号をキャリアで周波数変換する（これで任意の周波数の SSB 信号ができる）

④ 出来上がった SSB 信号を DA 変換して実際の信号にする

① AD 変換した音声信号は正と負の周波数成分をもっています。 ヒルベルトフィルターを通した信号（-90度）を

Q 信号、ディレイだけした信号を I 信号とすると正の周波数成分だけの信号（いわゆる解析信号）になります。

ここで使ったヒルベルトフィルターは、0.0045 〜 0.4955 の帯域で逆サイドバンド抑圧比 80dB、511 タップ のも

のです。 音声サンプリング周波数を 24.4kHz(=100MHz/4096) にしたので 110 〜 12.1kHz の帯域になります。
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② 任意の周波数の SSB 信号を得るためには周波数変換が必要ですが、その前に音声信号のサンプリング周波数を

キャリアのサンプリング周波数と同じにしておかないとスプリアスが発生してしまいます（前に作ったときにはここ

で手抜きしたのでスプリアスがあった）。

キャリアのサンプリング周波数は FPGA のクロック周波数と同じ 100MHz なので 1クロックでアップサンプリング

するには CIC フィルターを使わざるを得ませんが、CIC フィルターはゼロ周波数付近、3 段だと〜0.03 までの範囲

のエイリアシング除去しかできません。 音声信号帯域を 10kHz とすると CIC では 10kHz/0.03 = 333kHz 以上の

サンプリング周波数である必要があり、390kHz（=100MHz/256）としました。

そうすると CIC の前にサンプリング周波数を 24.4kHz から 390kHz にあげなくてはいけません。

そこで最初に FIR フィルターで 24.4kHz → 390kHz に、次に CIC フィルターで 390kHz → 100MHz と 2 段階に

わけてアップサンプリングします。

この FIR フィルターのサンプリング周波数は 390kHz なので 256(=100MHz/390kHz) クロックしか使えず、普通

に考えると係数の読み出しに 1 クロック、データの読み出しに 1 クロックかかるのでぜんぜん演算クロックが足りま

せん。 考えてみるとサンプリング周波数を 24.4kHz から 390kHz にするときにゼロを15個挿入していますが、こ

のゼロのところは係数をかけてもゼロなので演算は不要で、これを利⽤して演算量を 1/16 に減らしています。

これで音声サンプリング周波数が 390kHz になったので CIC フィルター(n=3) を使って 100MHz まで一気にアップ

サンプリングします。

③ キャリア信号は DDS で 2 相信号を生成したものです。
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音声サンプリング周波数 24.4kHz を

390kHz にするのに、まず 15 個のゼロ

を挿入します。 この信号には 24.4kHz

の整数倍の上下にエイリアスがあるので、

これらを除去するフィルターが必要です。

使ったFIR フィルターは、通過域

(0.5dB) 9kHz、減衰域(-80dB) 14kHz 

の LPF で 239 タップです。

Ｑ 信号

ｃｏｓｓｉｎ

AD変換へ

キャリア信号（DDS より）

＋

－

＋

＋

破線部分は不要

Ｉ 信号

USB

LSB

USB

LSB

音声信号をキャリアで周波数変換（複素

数の掛け算）しますが、DA 変換に必要

なのは I 信号だけなので片側のパス（左

図破線部分）は削除できちょっとだけ簡

単になります。

音声信号は正の周波数成分だけになって

いますのでこのまま周波数変換すると

USB になります。 I と Q を入れ替え

ると周波数軸が反転して負の周波数にな

り、LSB が得られます。



実際に DA 出⼒した SSB のスペクトラムをみてみました。 逆サイドバンド抑圧比は 76dB とれています。 キャ

リアリークは私のスペアナではノイズレベル(-82dB)以下で測定できなかったので、APB-3 のスペアナ機能で測定し

たところ -93dB でした。 広域スプリアスは DA 変換器の特性次第になりますが、ほとんど⾒えません。

DA の折り返しはアンチエイリアシングフィルターで十分抑圧されているようです。 実際に電波として出す場合は何

らかの BPF を⼊れたほうが良いと思いますが、このままでもかなりきれいなスペクトラムになっています。

④ 出来上がった SSB 信号を DA 変換すると現実の信号になります。 APB-3 を使いましたので、14bit の DA 変換

器です。

【逆サイド抑圧比測定】

CF:7MHz  Span: 50kHz

キャリア: 7MHz の LSB 信号を発生させまし

た。

⾳声⼊⼒に 1kHz 〜 9kHz まで 1kHz ステッ

プのサイン信号を入れて MAXHOLD してい

ます。

逆サイド抑圧比は -76.37dB@9kHz になり

ました。

通過域は完全にフラットです。

【広域スプリアス測定】

START:0Hz  STOP:100MHz

キャリア: 7MHz の LSB 信号

⾳声⼊⼒に 1kHz のサイン信号を入れました。

折り返し（93MHz）と DAクロック

(100MHz) が⾒えますが、その他のスプリア

スは全くみえません。

80MHz に⾒えるのはスプリアスではなく東

京FMです。 82.5MHz は NHK ですね。


