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はじめに
この度は Conclusion C-FT50 をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。
本機は FPGA（ Field-Programmable Gate Array）により FM 放送波を演算処理し、音
声データを得ることで FM 放送を受信する FM チューナーです。この方式はこれまでのアナロ
グ FM チューナーで採用されていたどの方式よりも、原理的に FM 方式における理想的な受信
を実現できる画期的なものです。
本機は FPGA FM 受信回路を開発した林輝彦氏より FPGA FM チューナー基板の提供を受
け、この性能を余すところなく発揮し、ひとつのセットとして使用できるよう開発したものです。
C-FT50 で新しい FM 放送の世界をお楽しみください。
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付属品を確認する
まず始めに付属品をご確認ください

FM デジタルチューナー

C-FT50

取扱説明書
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▼

▲

ENTER
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（リモコン）

■リモコンをご使用になる前に ....
リモコンには動作確認用のリチウムコイン電池（CR2032）
がセットされた状態で出荷されています。初めて使用するとき
は、右図のように透明のフィルムで電池が絶縁されていますの
で、フィルムを下方向に引っ張り取ってください。
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2

安全のために
本機を安全にご使用頂くためにお守り頂きたいことが記載されています

■表示について
本書では誤った使い方すると想定される危険性別に記号を用いて説明しています。
使用している記号は次のとおりです。

警告

誤った使い方をすると、火災や感電などにより、死亡または

注意

誤った使い方をすると、怪我をしたり、家財に損傷を与えた
りする可能性が想定される内容です。

重傷を負う可能性が想定される内容です。

これらのマークは注意を促しています。
高温注意 感電注意

これらのマークは禁止事項を示しています。
分解禁止 ぬれ手禁止

電源プラグ 必ずする
を抜く

これらのマークは必ず実施しなくてはならないことを示して
います。

警告
異常がある状態で使用しない

故障の際や次のような場合は使用せずに、すぐに電源プラグを抜き、当社までメンテナ
ンスを依頼してください。
・発煙している、異臭がする、変な音がする
・本機に液体がかかった、内部に異物が混入した
・本機を落とした

キャビネットを開けない、分解しない
分解禁止

お客様自身による内部の点検や改造は、火災や感電の原因となります。
点検のご依頼や改造は当社までご相談ください。
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警告
本体の上にものを置かない

使用中は温度が上昇します。効率よく排熱できるよう、本機上面にものを置かないでくだ
さい。また、次のことを順守ください。

禁止

・本機の上部に物を置かない
・本機の全面および背面に 20cm 以上の十分な隙間を設ける
・本機を発熱する物（アンプなど）の上に設置しない
・通風の無い環境で使用しない
・室温 35 度以上の環境で使用しない

水気のある場所で使用しない

本機に水滴や液体が混入すると、火災や感電の原因となります。次のことを順守ください。

水濡れ禁止

・浴室など湿度の高い場所で使用しない
・本機の上部や周辺に水や液体が入ったものを置かない
・水滴がかかる場所で使用しない
・加湿器の近くに設置するなど、水蒸気がかかる場所で使用しない

電源ケーブルを傷つけない

電源ケーブルの取り扱いを誤ると火災や感電の原因となります。次のことを順守ください。

禁止

・電源ケーブルを踏みつけたり、重いものを載せた状態で使用しない
・電源ケーブルを束ねた状態で使用しない
・電源ケーブルを加工したり、傷つけたり、引っ張ったりしない
・電源ケーブルをコンセントに接続した際、突っ張った状態になるよ
うな場所に設置しない
・熱器具の近くなど、電源ケーブルが加熱されるような場所に設置し
ない

雷が鳴り出したら操作しない
禁止

雷が鳴っている際に本機やケーブル類、電源プラグなどに触れると
感電の原因となります。

本機内部に異物を入れない

禁止

異物が混入すると、火災や感電の原因となります。特にお子様がい
る環境ではご注意ください。
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注意
水平で十分な強度のある場所に設置する
本機は約 5.6kg の重量があります。不安定な場所に設置すると、思
わぬ事故や怪我に繋がる恐れがあります。振動がなく、安定し、水平
禁止

で十分な強度がある台に設置してください。

日本国内のみで使用する
禁止

本機は日本の標準電圧（交流 100V）で設計されています。表記の電
源電圧以外で使用しないでください。

電源プラグは確実に差し込む
電源ケーブルや電源コネクタの取り扱いを誤ると火災や感電の原因に
なります。
禁止

屋外で使用しない
禁止

本機は室内で使用することを前提に設計されています。
本機に直射日光が当たるようなところでの使用を避けてください。

業務用途で使用しない
業務用途で使用しないでください。
禁止

-5-

3

各部の名称と働き
この項では本機に実装されているボタンや端子類について説明します

［フロントパネル］
POWER ボタン

OLED ディスプレイ

ENTER ボタン

本機の電源をオンにした
り、オフにしたりします。

受信モード時：受信している周波数、放送局名、
受信レベルを表示します。
設定モード時：各種設定項目を表示します。

設定モード時、選択した項
目を決定します。

FM DIGITAL TUNER C - F T 5 0

POWER

MENU

▼

▲

ENTER

MENU ボタン

▼▲ボタン

1 秒以上長押しすると設定モードに入り
ます。再度長押しすると設定モードから
抜け受信モードになります。また、設定
モードのとき、20 秒以上どのボタンも
押さないと受信モードに戻ります。

受信モード時：プリセットチャンネルを選局する際に使用します。
▼ボタンを押すとダウンし、
▲ボタンを押すとアップ
します。
設定モード時：設定項目を選択するボタンです。

［リアパネル］
アンテナ入力端子

アナログ音声出力端子

FM アンテナからの同軸ケーブルを取り付ける端子で
す。端子は F 型コネクタです。
なお、ビルや山による反射波の少ない FM 放送信号
を確実に捉えるために、指向性のある外部 FM アン
テナのご使用を推奨します。

本機のアナログ音声を出力します。
FPGA によるデジタル処理の性能を十分に発揮するに
は、本機のデジタル音声出力端子に高性能な D/A コン
バータを搭載したデジタルオーディオ機器に接続する
ことをお奨めします。

デジタル音声出力端子

電源ケーブル入力端子

本機の音声をデジタルで出力されます。接続する機器に合わせて、AES/EBU,
COAXIAL, OPTICAL の各端子をご使用ください。各端子は同時に出力することがで
きます。量子化ビット数は 24bit 固定で、サンプリングレートは設定により 48，
96，192kHz から選択することができます。工場出荷時は 48kHz です。
なお、本機のデジタル音声出力の各端子は 192kHz/24bit まで対応していますが、
接続する外部デジタル機器のデジタル音声入力端子や接続ケーブルが 96kHz 以上に
対応していないと、音声がうまく再生されない場合があります。その場合はサンプリ
ングレートを下げてご使用ください。特に光デジタル入力端子や接続する光ケーブル
は 96kHz 以上に対応していない物がありますのでご注意ください。

添付の電源ケーブルでコ
ンセントと接続します。
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リモコンについて
本機にはリモコンが付属します。この項ではリモコンの機能について説明します。

［リモコンのボタンと機能］
POWER ボタン
本機の電源をオンにした
り、オフにしたりします。

VOL+

FUNC/
STOP

プリセット CH ダウンボタン

プリセット CH アップボタン

プリセット CH を１つ下に
送ります。

プリセット CH を１つ上に
送ります。

プリセット選局ボタン

VOLｰ

０

EQ

ST/
REPT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

本機に登録されたプリセッ
トチャンネルを呼び出すこ
とができます。1 〜 9 のボ
タンはプリセットチャンネ
ルの 1CH 〜 9CH を、0
のボタンはプリセットチャ
ンネルの 10CH を呼び出
します。
(※リモコンからは各種プ
リセットの設定は出来ませ
ん。設定は本体ボタンから
になります。
）

…本機では使用しな
いボタンです

［リモコンの電池交換］
リモコンの電池は CR2032 型です。電池が消耗し、リモコン操作ができなくなった場
合は電池を交換してください。交換の仕方はリモコン本体の裏側に記載されています。

CR2032
3V

+

電池の極性に注意してセットしてください。

※1：
RF アッテネーターは FPGA 基板から送られる ADC（A/D コンバータ）オーバーレンジ情報をマイコン
が認識したときに動作を開始します。設定完了まで 2 秒ほど要し、設定中はミュートがかかります。本機の
電源を切ると、アッテネーター設定はキャンセルされます。
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ディスプレイ表示について
この項では本機のディスプレイに表示される内容について解説します

1
4

2

3

   
  

①プリセットチャンネル

5

6

プリセットチャンネル番号を表示します。
P1 〜 P10 まで 10 チャンネルを設定できます。設定モードで設定します。

②プリセットチャンネル名

プリセットチャンネルごとに設定した名前を表示します。
設定モードで最大 10 文字の名前を付けることができます。

③RF アッテネーター（※1）

RF アッテネーターが動作しているときは図のように＊
（アスタリスク）が
表示されます。RF アッテネーターは FM 放送帯域内の電波が強すぎるときに
自動で動作し、適正な値になるまで働きます。
＊が点灯状態で動作中、点滅状態は設定中、表示がないときはアッテネーター
が動作していないことを示しています。

④受信周波数

現在選択中のプリセットチャンネルの受信周波数を表示します。

⑤受信レベル

受信した信号の強さを示しています。単位は dBf です。
受信レベルが 30dBf より低い場合は、
＜30dB と表示します。

⑥ステレオ / モノラル

ステレオ放送のときに St と表示します。モノラル放送のときや設定モードで
モノラルモードにした場合は Mo と表示します。
なお、信号強度が 30dB 以下になると St/Mo 表示は消灯となります。

※1：RF アッテネーターの動作について
RF アッテネーターは FPGA 基板から送られる ADC（A/D コンバータ）オーバーレンジ情報をマイコン
が認識したときに動作を開始します。設定完了まで 2 秒ほど要し、設定中はミュートがかかります。本機の
電源を切ると、アッテネーター設定はキャンセルされます。
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操作と設定の仕方
この項では本機の操作方法や設定方法について説明します

(1) 電源を入れる
「POWER」ボタンを押して電源を入れます。
初めて電源を入れたときは、ディスプレイにオープニング文字が出たあと、初期値
の受信周波数（76.0MHz）と放送局名（FPGA TUNER）がプリセットチャンネ
ル１（P-Ch:1）として表示されます。一度、プリセット設定を行うと、最後に使
用したプリセットチャンネルで立ち上がります。

(2) 選局をする
▼▲ボタンを押して、ご希望のプリセット局を選択します。本機は受信する局を予
めプリセットチャンネルとしてメモリーさせる必要があります。初めてご使用にな
られる場合やご希望の局がプリセットされていない場合は、次項に進んでプリセッ
トチャンネルの設定を行ってください。最大 10 局をプリセットチャンネル
（P-Ch: 1 〜 10）としてメモリーさせることができます。

(3) メニューモードで各種設定をする
メニューモードではプリセットチャンネルの受信周波数、表示局名、偏移周波数の最大許容値、受信帯域幅、
自動ステレオ / モノラル、弱信号時のミュート、デジタル出力部のサンプリング周波数を設定できます。この
一連の設定はプリセットチャンネル単位で行う必要があります。
メニューモードに入るには MENU ボタンを１秒以上長押しします。
メニューモードから抜けるには MENU ボタンを１秒以上長押しします。また、メニューモードに遷移後、20
秒以上何も操作しないと、メニューモードから自動的に抜けます。

  
  
1 秒以上長押し

メニューモードに入ると表示が上図のようになり、P-Ch が点滅している状態になります。
この状態から各種設定を行います。次項に進んでください。
なお、設定項目は全 7 項目あり、各項目の値を変更後、セーブを行わないと本機の不揮発性メモリに書き込み
が行われません。セーブする方法については本項の一番最後の節をご覧下さい。
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(3) メニューモードで各種設定をする（前ページからの続き）
点滅している「 P-Ch 」は現在の選択項目を示しています。
▼ボタンまたは▲ボタンを押すと以下の項目を
選べます。下図の↓の流れは▼ボタンを押した場合の流れです。Enter ボタンで設定する項目を決定します。

→

 ・・・・・・・・・プリセットチャンネルの受信周波数
↓

 ・・・・・・・・・表示局名
↓

 ・・・・・偏移周波数の最大許容値
↓

 ・・・・受信帯域幅
↓

 ・・・・・・自動ステレオ / モノラル
↓

・・・・・・・・弱信号時ミュート
↓

・・・・・・デジタル出力部のサンプリング周波数
以下では P-Ch から順に設定方法とその内容について説明します。
①P-Ch（プリセットチャンネルの受信周波数の設定）
−解説−
本機では受信したい周波数をプリセットチャンネルとして予め登録しておく必要があります。メニューモー
ドでの各項目の設定値は個々のプリセットチャンネルに対して反映されます。プリセットチャンネルは
P-Ch:1 から P-Ch：10 までの 10 チャンネルです。まず最初に設定するプリセットチャンネル選択します。
次にそのプリセットチャンネルが受信する周波数を設定します。
初期値は 76.0MHz です。
−設定方法−
P-Ch が点滅しているときに Enter ボタンを押すとプリセット番号を選択するモードになります。
▼▲ボタンで１〜１０の中からこれから設定するプリセットチャンネルを選び、Enter ボタンで確定します。

  
  

Enter

→

  
  

次に受信周波数設定します。受信周波数は MHz で指定します。
十の位、一の位、小数点第一位の順に▼▲ボタンで値を選び、１桁ずつ、Enter ボタンで決定します。

Enter

Enter

Enter

  
  

確定


▼▲
7〜9

▼▲
0〜9

▼▲
0〜9
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(3) メニューモードで各種設定をする（前ページからの続き）
②Name（表示局名の設定）
−解説−
プリセットチャンネルごとに名前（放送局名など）を付けられます。
最大 10 文字入力可能で英数字とカタカナと記号が使用できます。
初期値は FPGA TUNER です。
−設定方法−
Name が点滅しているときに Enter ボタンを押すと、表示局名の設定モードになります。
文字は▼▲ボタンで選びます。左から順に 10 個の文字列を１文字ずつ▼▲ボタンで選んでは Enter ボタン
で確定していきます。入力可能な文字は下図の通りで、
▲ボタンを押すと下図の矢印で示す順に文字が送られ
ます。入力を訂正したい場合は Menu ボタンを押します。今まで入力した文字はキャンセルされ、１文字目
からやり直します。

  
  
Enter

Enter

Enter

Enter Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

 
▼▲
①

▼▲
②

▼▲
③

▼▲
④

▼▲
⑤

▼▲
⑥

▼▲
⑦

▼▲
⑧

▼▲
⑨

▼▲
⑩

入力可能な文字
→英大文字：（空白）ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
↓
数字：（空白） − (←ハイフン ) ０１２３４５６７８９ α
↓
英小文字：（空白）abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
↓
カナ大：（空白）アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤ
ユヨワンヲ
↓
記号：（空白） ゛（←濁点） ゜（←半濁点）
↓
カナ小：ァィゥェォャュョッ
↓
）（←括弧閉じ）
記号： − (←ハイフン ) ・ （←中黒） . （←ピリオド） （ （←括弧）
「 （←カギ括弧） 」（←カギ括弧閉じ） 、（←読点）
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確定

(3) メニューモードで各種設定をする（前ページからの続き）
③Out Level（偏移周波数の最大許容値の設定）
−解説−
プリセットした局と局とで、出力される音声レベルが異なるときに本項の設定値を変えることで出力レベル
を調整することができます。設定値が小さいほど、出力レベルが上がります。
初期値は 155kHz です。
−設定方法−
Out Level が点滅しているときに Enter ボタンを押すと、偏移周波数の最大許容値の設定モードになります。
▲▼ボタンで設定値を選びます。設定値は以下の値から選択でき、
▲ボタンを押すと下図の矢印で示す順に値
が送られます。選択後、Enter ボタンで確定させます。

   
  

155kHz → 142kHz → 131kHz → 121kHz → 113kHz →106kHz
↑

↓

74kHz ← 77kHz ← 81kHz ← 89kHz ← 94kHz ← 100kHz

④Bandwidth（受信帯域幅の設定）
−解説−
聴きたい局の受信周波数に近い放送局がある場合に、その局の電波が聴きたい局の放送波に対する妨害波と
なり、受信品質に影響を与えます。このとき、本項目を設定すると妨害波の影響を抑えることができます。
設定値は 126kHz, 198kHz, 236kHz から選びます。126kHz は隣接 300kHz 分離用、198kHz は隣接
400kHz 分離用、236kHz は隣接 500kHz 分離用です。
初期値は 198kHz です。
−設定方法−
Bandwidth が点滅しているときに Enter ボタンを押すと、受信待機幅の設定モードになります。
▲▼ボタンで設定値を選びます。設定値は以下の値から選択でき、
▲ボタンを押すと下図の矢印で示す順に値
が送られます。選択後、Enter ボタンで確定させます。

198kHz → 236kHz
↑

↓

126kHz
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(3) メニューモードで各種設定をする（前ページからの続き）
⑤St/Mono （自動ステレオ / モノラルの設定）
−解説−
電波状態が悪く、ステレオ音声にノイズがのるチャンネルを強制的にモノラルに設定できます。
St/Mono が点滅しているときに Enter ボタンを押すと、自動ステレオ / モノラルが切り替えられる状態に
なります。
初期値は自動ステレオ（STEREO）です。
−設定方法−
St/Mono が点滅しているときに Enter ボタンを押すと、自動ステレオ / モノラルの設定モードになります。
▲▼ボタンで設定値を選びます。設定値は STEREO か MONO のいずれかです。

  
 

STEREO ⇔ MONO

⑥Muting（弱信号時ミュートの設定）
−解説−
放送局がない周波数に設定したときや、受信レベルが低い局を受信すると、スピーカーからザーというノイ
ズが出ますが、そのようなときに自動でミュート（消音）するかしないかを設定する項目です。
初期値は ON（ミュート）です。
−設定方法−
Mute が点滅しているときに Enter ボタンを押すと、ミューティングの設定モードになります。
▲▼ボタンで設定値を選びます。設定値は ON（ミュートする）か OFF（ミュートしない）のいずれかです。

  
 

ON ⇔ OFF
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(3) メニューモードで各種設定をする（前ページからの続き）
⑦Sampling（デジタル出力部のサンプリング周波数の設定）
−解説−
本機のデジタル音声出力端子から出力されるデジタル音声のサンプリング周波数を決定します。
サンプリング周波数は 48kHz, 96kHz, 192kHz から選べます。なお、量子化ビット数は 24bit 固定です。
設定は本機のすべてのデジタル出力端子（AES/EBU, Coaxial,Optical）に対して一律に反映されます。
初期値は 48kHz です。
−設定方法−
Sampling が点滅しているときに Enter ボタンを押すと、サンプリング周波数の設定モードになります。
▲▼ボタンで設定値を選びます。希望の値で Enter ボタンを押して確定させます。

  
  
48kHz → 96kHz
↑

↓

192kHz
−ご注意−
このサンプリング周波数は本機と接続される機器（AV アンプや D/A コンバーターなどデジタル入力端子を
持つオーディオ機器）が対応している値を設定します。対応していないサンプリング周波数を設定すると、
接続した機器から音声が出なかったり、ノイズが出たりします。
また、接続する機器によっては同軸デジタル音声入力と光デジタル音声入力とで対応しているサンプリング
周波数が異なることがあります。特に光デジタルケーブルは 96kHz や 192kHz の伝送に対応していないも
のがありますので接続する機器やケーブルの仕様を良く確認して設定してください。
なお、本機に搭載されている D/A コンバータは本項の設定にかかわらず常に 192kHz/24bit で動作してい
ます。
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(3) メニューモードで各種設定をする（前ページからの続き）
⑧Save（セーブを行う）
−解説−
①〜⑦にて設定した値はセーブしないと反映されません。
−セーブ方法−
Save/Exit が点滅しているときに Enter ボタンを押すと、セーブするかどうかを選択するモードになります。
▲▼ボタンで Save を選び、Enter ボタンを押します。
セーブせずにメニューモードを終わりたい場合は、
▲▼ボタンで Exit を選び、Enter ボタンを押します。

  
  
Save ⇔ Exit

(4) 本機に記憶された設定を初期化する
本機に設定された値をすべて初期状態に戻すことができます。
−初期化方法−
まず、本機の電源を OFF にします。そして、
▲ボタンと▼ボタンを押しながら POWER ボタンを押します。
するとディスプレイに Initializing と表示され、初期状態で本機が起動します。

ON



押しながら
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7

本機の仕様
入力

アンテナ

F 型コネクター

出力

アナログ

RCA 端子 ステレオ

デジタル

同軸

RCA 端子

平行

XLR 端子（オス） 1 系統

光

トスリンク

一次電源

AC100V

消費電力

動作時：9W,

外形寸法

幅 430mm

重量
付属品

1 系統

75Ω

1 系統

1 系統

SPDIF
AES/EBU

1 系統

50/60Hz
待機時：0.8W
高さ 80mm

奥行 320mm（突起部除く）

5.3kg
電源ケーブル ,

取扱説明書 ,

リモコンユニット

※FM チューナの諸特性は FPGA FM チューナユニットによります。
※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

8

お問い合わせ先
港北ネットワークサービス株式会社

メールでのお問い合わせ、および技術的なお問い合わせは

info@k-ns.jp まで

TEL：045-507-3091、FAX：045-507-3092
受付時間（平日）10:00 〜 17:00(12:00 〜 13:00 を除く）
（電話は即答できない場合がありますので、なるべくメールか FAX でお願いします）
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9

保証とアフターサービス

Conclusion C-FT50

本保証書は保証期間中、以下の無償保証規定に定

お買い上げから 1 年間

める範囲内で、本製品に修理依頼時と同様の障害
が発生した場合に限り、無償修理をお約束するも
のです。

本機のシリアルナンバー

本保証書はお客様の法律上の権利を制限するもの
ではありません。
保証期間内外に関わらず、当該製品におけるアフ
ターサービスのご相談はお気軽に弊社までお問い
合わせ下さい。

E-Mail: info@k-ns.jp

[ 無償修理保証規定 ]
1. 保証期間中に取扱説明書などに記載されている使用上の注意書きに従った正常な使用状態で本製品が故障した
場合には、修理対象品が弊社に持ち込まれた段階で、弊社がその障害の発生を認めるとき、弊社は本規定に従い、
無償で修理を行うものとします。無償修理をご依頼される場合には必ず本書をご提示下さい。本保証書が無い場
合は無償修理致しかねる場合がありますので予めご了承ください。
2. 無償修理をご依頼頂く際の送料は実費御負担頂く場合があります。
3. 次のような場合、無償修理保証の対象外とします。
（1）無償修理保証では製品の取り扱い説明書が定める通常の利用環境において使用または保管されていなかった
場合
（2）地震、火事、洪水など災害を原因とする障害
（3）運送中の事故、製品の落下、落雷や停電による障害など製品に対して外部からの要因による障害
（4）弊社発行の保証書に改ざんが見られる場合
（5）ご提出頂いた保証書と弊社に保管されている修理記録に不一致が見られる場合
（6）弊社が認識していない改造が施されている場合
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
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