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前々回の Sharing #91 で紹介した「SSB SDR トランシーバー」には、使っている水晶発振器の周波数ずれを補正す
る機能があります。 メニューから 1ppm 単位で周波数補正値を⼊⼒するのですが、この補正値を求めるのがちょっ
と面倒です。 出⼒している 10MHz を、周波数カウンターで測るなど、なんらかの外部測定器が必要でした。

受信するだけで放送のキャリア周波数が 1Hz 精度で得られれば、周波数補正値が計算で求められ便利です。
ということで、キャリア周波数測定機能を追加してみました（下写真 赤丸）。

キャリア周波数の測定は、

① I/Q 信号を周波数カウントする
② I/Q 信号の位相を計算し、微分して周波数を得る

などの方法が普通です。 しかし、どちらもちょっと大変です。
そこで、もっと簡単に、しかも精度よく、という⾍のよい方法を考えました。

「SSB SDR トランシーバー」には、スペクトラム表示機能
（右写真）があります。 スペクトラム表示するために、
50ms ごとに FFT を実⾏していますので、この FFT 結果か
ら周波数が得られれば一石二鳥で簡単です。

スペクトラム表示では、 fs=12kHz の I/Q 信号を 512 点
FFT していますので、

FFT bin 間隔 = 12000 / 512 = 23.4 Hz

となります。
つまり、FFT 結果そのままからは 23.4Hz 単位でしか周波
数がわかりません。

そこで前後の bin の値を使って補間して 1Hz 以下の分解能
にします。

FFT ではハン窓を使っています。
ハン窓の周波数特性は右図のようになり
ますが、 この周波数特性（隣の bin と
のレベル差）を周波数弁別器のように使
います。

FFT して一番大きいスペクトラムをセン
ター bin とし、センター ± 1 bin でのレベ
ルを使ってセンターからのズレ量を計算
することで、周波数測定（推定）します。
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TBS(954kHz) を受信するとキャリアは -11Hz だったので
周波数補正値は -12ppm になる。



ハン窓のセンター ± 1bin を拡大し、縦軸をリニアにしたのが下図です。

図の太い赤線がセンター bin での周波数特性、細い紺色が -1bin、細いマゼンタ色が +1bin での周波数特性です。

ある周波数の信号を FFT すると、その信
号振幅にそれぞれの bin の周波数特性が掛
けられた値になります。

たとえば、センターから +0.2bin ずれた信
号（図の⻘⽮印）を FFT すると、

-1bin 0.354

0 bin 0.974

+1bin 0.650

といった値が掛けられたスペクトラムにな
ります。

一番レベルが大きいスペクトラムをセンター bin とし、センター±0.5bin の範囲のどこに信号があるのか（bin 位
置）を求め、周波数に換算します。

まず、信号がセンター bin のプラス側にあるか、マイナス側にあるか、を⾒ます。
図をみるとわかるように、信号がどちら側にあるかは、+1bin のレベルと -1bin のレベルを比較すればわかります。
上の例では +1bin のほうが -1bin より大きいのでプラス側だとわかります。

次に、 （ 0 bin でのレベル）÷（+1bin でのレベル）を計算します。 上の例では、

0.974 ÷ 0.650 = 1.498

となります。

この値は、信号の bin 位置（この場合だと +0.2bin）にのみ依存し信号レベルには依存しませんので、この値から
レベル比テーブルを引いて bin 位置を求めます。

先に述べたように、FFT bin 間隔は 23.4Hz です。 1Hz 以下の分解能が欲しいので、0 ~ 0.5bin までを 32等分
したレベル比（実際には２乗したパワー比）のテーブルを使いました。 分解能は 0.37 Hz になります。

bin 位置がわかると、bin 間隔（ 23.4Hz ）を掛けて周波数が得られます。

FFT は 50ms ごとに実⾏しているので、周波数も 50ms ごとに得られますが、10回平均して 0.5s に一回表示して
います。

これで周波数が測定できましたが、はたしてこんな簡単なやり方で周波数がちゃんと測れるのか、精度はどうなのか、
心配なのでいろいろ測定してみました。
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1Hzずつ受信周波数を変化させた

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0 60 120 180 240 300 360
(sec)

(Hz)

48dBu 38dBu 28dBu 18dBu
8dBu

-2dBu

ATTで 48dBu～-2dBu まで変化させた

以下は、すべて TBS(954kHz) を受信し、キャリア周波数を測定しました。

まずは、電界強度を変えたときに測定値がどのように変化するか測ってみました。
私のところでは TBS は 48dBu で受信できます。 そこに1分おきに 10dB ずつ ATT をいれました。
これをみると、18dBu 以上あれば誤差は十分小さく、8dBu でも ±1Hz ぐらいで測れているのがわかります。

次は、受信周波数を 1Hz ずつ 10 秒ごとに変化させてキャリア周波数測定しました。
これには、ローカル発振 PLL の周波数設定誤差も含まれますが、期待値との差は ±0.2Hz以内でした。 つまり
PLL 発振精度とキャリア測定精度をあわせて ±0.2Hz の精度があるといえます。



下図は電源 ON してからの周波数変動を測定したものです。

-0.37 Hz や -0.73Hz に平らな部分がありますが、これは 0.37Hz の分解能で測定し、10 回平均しているからです。
平らな部分があるということは、測定値にばらつきが小さくもっと分解能を上げられる、とも言えます。

■ 余白があるので、最近いろいろびっくりした話

右は、「歴史をかえた物理実験」に載っていた点接触トラ
ンジスタです。

これを⾒たとき、回路記号と全く同じ形じゃないか、と
びっくりしました。 いままでトランジスタのベースの名
前の由来が疑問だったのですが、本当にベース（基材）
だったのにもびっくりです。

他には、光を点接触ダイオードで周波数変換してカウン
ターで直接周波数測定するのにもびっくりしました。

どうか、トランジスターの回路記号が四角形に改悪されま
せんように（祈り）。
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霜田光一 著「歴史をかえた物理実験」p.211より

■■ 結論 ■■

測定結果を⾒ると、思ったより良い精度で測定できているようです。
今回は、0 bin と ±1bin のレベル比を使いましたが、+1bin と -1bin のレベル比もあわせて使うともっと⾼精度にで
きそうです。 また、テーブルを大きくしたり直線補間したりすれば分解能もまだ上げられそうです。

余談ですが、いろいろな放送局を測定してみて、HNK第一が誤差 -0.9Hz（-1.5ppm）と他局より大きいのが気になりました（てっきりNHKは精度が⾼いと思っていました）。

抵抗やオペアンプやロジックのような


