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　1．まえがき

　最近ではマイクロプロセッサという形でディジタル信

号処理技術が家庭電化製品にまで取り入れられてきてい

る．音響の分野でも音声の分析，合成には電子計算機に

よるソフトウェア処理が早くから行なわれており，電話

回線のPCM中継等ハードウェアによる実用例も見ら

れる．しかし室内音響や騒音の測定，分析，あるいは放

送やレコード製作のような広帯域音響信号については，

AD，DA変換器の速度や精度，記憶素子の容量，計算

機の処理能力等の制約から，ディジタル技術が導入され

出したのは比較的最近のことである．

　一般に対象とする音が取り込まれ伝送，処理される過

程では多くの機器を通過する．アナログ伝送，処理では

多かれ少なかれ機器を通過する度に信号劣化が生ずるの

に対し，ディジタル伝送，処理ではどんな機器，処理過

程を経ても，符号誤りを生じさえしなければ，信号劣化

はなく，伝送特性が基本的には取り込み段の標本化周波

数と量子化ステップによってのみ決まるという大きな特

長をもつ．またディジタル処理は再現性があり安定して

いるので，アナログ処理では不可能であった微妙な演算

処理も可能である．

　音響測定へのディジタル処理の導入の源は雑音に埋も

れた信号の予測と　波の理論を確立したNorbert Wie－

nerらといえるであろう．当時雑音中からの信号の抽出

には信号のスペクトルと自己相関関数が用いられてい

た．処理には多数のフィルターバンクとテープレコーダ

を用いた相関計が専ら使われたが，1960年頃から次第に

これらの処理が電子計算機で行なわれるようになった．

特に1965年にJ.W.CooleyとJ.W.Tukeyによって

高速フーリエ変換（FFT）のアルゴリズムが発表される

や，FFTを使ったディジタル信号処理が多方面で行な

われるようになった．またM.R.Schrnederは残響曲

線の集合平均が求められるインパルス積分法等各種の実

用的なディジタル信号処理を発表している．

　ところで音響測定の処理過程は信号の取り込み，記憶

（実時間処理では不要），処理に大別される．アナログ

測定ではマイクロホンで収音，テープレコーダ，データ

レコーダに記憶，フィルタやレベルレコーダで分析する

という方法が広く行なわれている．処理部分のディジタ

ル化は前述のように電子計算機や専用ハードウェアによ

り行われていたが，取り込んだ信号をAD変換してディ

ジタル記憶するウェーブメモリやPCMレコーダによる

記憶部のディジタル化が一部で使われるようになったの

は最近のことである．電子計算機で処理を行なう場合で

も，長時間の信号の記憶には殆んどテープレコーダが代

われているのが現状である．テープレコーダがしばしば

信号伝送上の隘路となっていることはよく知られている

が，テープレコーダに代わる広帯域で大容量の記憶素子

が見当たらないからであろう．

　本稿ではPCM録音の音響測定への導入について考え

てみよう．

　2．アナログ録音とディジタル（PCM）録音

　2.1　アナログテープレコーダの問題点

　現在，音響信号の記録には高周波バイアス式のテー

プレコーダが広く使われている．テープレコーダは多く

の特長を持つ優れた記録システムではあるが，その伝送

特性は必ずしも満足すべきものではない．

　テープレコーダによる信号の劣化は主として，記録媒

体に非線形素子である磁性体を塗布した磁気テープを用

いている点と，テープ走行系をもつという2つの原因に

より生ずるものである．前者によって，ひずみ，ダイナ

ミックレンジの制約，転写，レベル変動，保存による特

性分化等が生じ，後者により，ワウ，フラッタ，変調雑

音等が発生する．コピーを行うとこれらの影響は重畳さ
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れ，さらに特性は劣化する．

　また開ループの直接記録であるから，運用にあたって

は高周波バイアス量，イコライザ，ヘッドアジマス等の

調整が必要となる．その上，特性は振幅特性の平坦化が

せいぜいで位相特性まで管理することはむずかしく，音

響測定上重要な波形の記録は不可能である．

　磁性体やテープ走行系の改良がいろいろ試みられてい

るが，特性改善はほぼ飽和点に達しており，高周波バイ

アス方式のテープレコーダではもはや大巾な特性改善は

期待できない．

　磁性体の影響については，データレコーダで用いられ

ているFM（Frequency～10dulalion）やPM（Phase

Modulation）等の変調記録によりある程度軽減できる

が，アナログ記録では走行系の影響から逃れることは不

可能である．

　2.2　ディジタル（PCM）録音

　音響信号のように振幅が時間の経過とともに連続的に

変化する信号をアナログ信号という．これに対し時間，

振幅とも離散的な値で表現される信号をディジタル信号

という．アナログ信号の時間方向の離散化を標本化．振

幅方向の離散化を量子化とよぶ．

　ディジタル録音とは，アナログ録音が信号波形をその

ままテープ上の磁性体の磁化に対応させて記録するのに

対し，信号を一たんディジタル化し，各標本を量子化し

た数字を磁化に対応させて記録する記録方式である．

　ところで呼称の問題であるが，日本では一般にPCM

録音という言葉が使われ，欧米では専らディジタル録音

とよばれているようである．PCM（Pulse Code Modu-

lation）は各標本を独立した1つの符号で表現するアナ

ログ信号のディジタル化（AD変換）の一方式と見るこ

とができる．従ってディジタル録音といえばPCMの他

にデルタ変調　　　 　，差分PCM（D－PCM）等を含

めた広い範囲をさす呼称ということになるが，全く同義

に使われていると見てよいだろう．

　PCMテープレコーダは，時間軸の離散化－標本化－

で走行系の影響から逃れ，振幅の離散化－量子化－で磁

性体の影響から逃れたテープ録音方式といえる．すなわ

ち磁性体の磁化特性のひずみや塗りむら，走行系の速度

変動等により，通常のテープレコーダでは信号波形その

ものを記録するので再生波形が変化してしまい，どんな

ひずみや変動があったかが正確にわからない限り，元の

披形は再現不可能である．PCMテープレコーダではテ

ープ上には各標本値を符号化した“数字列”を記録する

ので，ひずみや変動で再生された“数字”がゆがみ，不

鮮明になったり，間隔が不揃いになったりするが，数字

が間違いなく読み取れさえすれば，等間隔にきれいに

“清書”することにより，完全に元の“数字列”が再現

できる．従って何回コピーを繰り返しても，その都度

“清書”できるのでコピーによる信号劣化もない．

　PCM録音に限らずディジタル伝送では，“文字”が

読み取れなくなるほど劣化する前に読み取り，清書して

再び伝送することにより劣化のない信号伝送が可能であ

る．これはディジタル伝送の大きな特長で再生中継とよ

ばれている．

　前述のとおりPCM録音においては，数字の読み取り

間違い－符号誤り－さえ生じなければ，ディジタル段で

の信号劣化はない．従って伝送特性は基本的には信号を

ディジタル化する際の標本化周波数と，量子化ステップ

によってのみ決まる．

　標本化とは文字どおりアナログ信号のある時点の値を

読み取る操作のことで，サンプルホールド回路で行なわ

れる．標本化は一般に等時間間隔で行ない，その間隔の

逆送を標本化周波数とよぶ．

　周波数帯域の有限なアナログ信号は標本化しても何ら

情報は失われない．すなわち標本化定理によれば少くと

も信号の帯域の2倍の周波数で標本化を行なえば，その

標本列に原信号の全ての情報が含まれるからである．し

かし標本化に際して原信号の帯域制限が不完全である

と，標本化した信号にスペクトルの重なりが生ずる．こ

の重なりは標本化周波数の　を境に信号帯域に，原信号

のもつそれ以上のスペクトルが折り返された形になるの

で，折り返し雑音とよばれる．標本化に際して生じた折

り返し雑音は以後の処理では分離不可能なので，音響測

定では特に原信号の帯域制限には細心の注意が必要であ

る．

　一方，量子化と標本化された標本値を有限個の離散

的数値で表現する操作のことである．一般にはAD変換

器を用いて2進数で表現する．2進の1桁を1ビット

（Bit，Binary Digit）とよび，   ビットでは　  個の値

が表現できる．量子化は連続した値を有限個の離散的な

値で表現する操作であるから，標本化とは異なり丸めに

よる誤差を生ずる．この誤差は量子化雑音とよばれ，

PCMが原理的に有する唯一の雑音である．

　量子化雑音は，アナログ機器の雑音とは異なり，量子

化された値が，真の値と違うために生ずる一種のひずみ

である．そのスペクトル構造は量子化ステップが，多く

なるに従い複雑になり，数ビット以上では白色雑音とみ

なせるようになるが，小振幅時には入力信号と関係の強

いひずみとなるので注意を要する．

　弦波を　 ビット一様量子化したとき，正弦波の電力

  と量子化雑音電力　  の　　　 は，

　　　　となり，　　　 は信号の振幅に依存する。す
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なわち最大レベルで80dBの　　　 を確保するためには

量子化ビット数は13～14必要となる．

　図1にPCM録音機の一般的な構成を示す。アナログ

入力は帯域制限され，サンプルホールド回路で標本化，

AD変換器で量子化され，再生時にテープのドロップア

ウト等に起因する誤りを補正するための符号を付加して

テープに記録する．

　テープ走行系には回転ヘッド製VTRや電子計算機用

あるいは専用の固定ヘッド型メカニズムが用いられる．

書き込みトラックは回転ヘッド型VTRではテープ，ヘ

ッドの相対速度が速いので一般に1トラックに多チャン

ネルの信号を記録する．一方固定ヘッド型では1トラッ

クに1チャンネル記録する方法と複数トラックで1チャ

ンネルの記録を行う場合とがある．

　再生された信号は，バッファメモリに走行系に追従し

たクロックで書込み，水晶発振器で作ったクロックで読

み出し，すなわち走行系のジッターを吸収し，誤りの補

正を行い，DA変換器でアナログ信号に復元される。

　3．PCM録音の音響測定への導入

　音響機器の伝送特性や室内音響特性の測定へのディジ

タル技術の導入について詳しくは触れないが，ディジタ

ルによるデータの取り込みとPCM録音機を利用した音

響測定について考えてみよう．

　3.1　信号の取り込み

　音響測定における信号の取り込みには，騒音測定のよ

うにすでに存在する音を収録する場合と，信号を与えて

それに対する応答を取り込む場合とがある．前者につい

てはディジタル処理をする場合もアナログ処理を行う場

合も取り込みの方法に本質的な違いはないが，後者につ

いては若干の配慮が必要である．

　この応答の取り込みには大別して3つの方法がある．

第1の方法はアナログ測定で一般に行われる正弦波ある

いは帯域制限を受けた雑音に対する応答を標本化し，そ

の標本列を量子化して記録する方法である．正弦波の取

り込みにあたっては標本列が不連続にならないように標

本化周波数を与えた正弦波の周波数の整数倍に選ぶ必要

がある．一方アナログの雑音に対する応答に対応してデ

ィジタルでは周期の長い　系列信号に対する応答が使わ

れる．

　第2の方法は被測定系を線形，定常なものと仮定し

て，インパルスあるいは単位ステップに対する時間領域

の応答を標本化，記録する方法である．この方法ほ，因

果性を満足していればパルス駆動前には応答がなく，安

定な系では必ず減衰する．従って，有限な標本数で処理

が行える上，同期加算でSN比の改善が図れるのでディ

ジタル処理に向いた方法である．インパルス応答からフ

ーリエ変換等の手法では周波数伝送特性，過渡特性（残響

波形等）を求めることができる．

　なお同期加算は一般に一定の周期で行なわれるが，周

期性の雑音が存在するとSN比改善は期待できない．こ

んな場合でも，周期を一定間隔以上でランダム化するこ

とにより，SN比の改善が可能である．（図2）

　第3の方法は系の入，出力を同時に標本化し，入力の

パワースペクトル密度関数　　　  と，入出力のクロス

パワースペクトル密度関数　　　  から，直接周波数応

答　　　 を求める方法である．すなわち，

図 1
PCM 録音機の構成

図 2　同期加算の周期のランダム化によるS/N の改善
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である．PCM録音機を使って長時間の信号を記録し，

パワースベクトルの長時間平均を取ることにより，外来

雑音を除去し，SN比の改善を図ることができる．

　マルチチャンネルのPCM録音機で駆動源またはそり

近傍の信号と測定点の信号とを同時に収録することによ

り，演奏される音楽を使って，使用状態のホールの特性

を知ることすら可能である．

　3.2　測定例

　PCM録音機はアナログ測定における記録手段，正弦

波やインパルス応答の音源或いは記録手段としても有効

であるが，前述のようにクロスパワースペクトラムによ

る伝送特性の測定に特に有用である．

　図3に演奏音使い，2チャンネルのPCM録音機で

収音した信号からクロスパワースペクトラム法で計算し

たリスニングルームのインパルス応答，トーンパースト

応答，Scchroederのインパルス積分法を用いてこのイン

パルス応答から計算した各周波数バンドの初期残響曲線

を示す．

　図4に日本コロムビアのヨーロッパ録音の際，8チャ

ンネルPCM録音機を用いて測定したチェコスロバキ

ア・プラハ芸術家の家，ドヴォルザーク・ホール，デン

マーク・ソーレー修道院，コペンハーゲン・ホルメ

ンズ教会，エスターヴァングス教会のインパルス応答を

示す．写真とアナログ測定による500Hzの残響波形を

図5に示す．残響波形は類似していてもインパルス応答

は大きく異なっている．インパルス応答から反射音の行

程差のばらつき等，残響時間では表現できないホール特

有の伝送特性も計算できるが紙面の都合で別の機会に譲

りたい．

　4．むすび

　以上音響測定への記憶装置としてのPCM録音機の導

入について述べたが，ディジタル信号処理の導入によ

り，従来統計的にしか扱えなかった信号を波形レベルで

扱うことも可能となる．この場合，波形伝送のおぼつか

ないテープレコーダで録音した信号を解析したのでは無

(3) インパルス応答から
　　求めた残響波形

　　(1) インパルス応答

　　(2)インパルス応答から計
　　　　算した部屋の過渡応答
　　　　(1kHz)

　図 4　ホールのインパルス応答

　　図3　インパルス応答から計算し
　た部屋の伝達特性
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ソーレー修道院協会（デンマーク）

　　ホルメンズ教会
　　（コペンハーゲン）

ソーレー修道院教会

 エスターヴァングス教会

エスターバングス教会
（コペンハーゲン）

   ドボルザークホール

ドボルザークホール
（プラハ芸術家の家）

　　図5　各ホールの外観内部写真とその残響波形（500Hz，アナログ測定）
　　　　　（写真提供　日本コロムビア）
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意味であり，ディジタル化した信号の記録が望まれる．

短時間の信号記録には，半導体メモリ，磁気コア，ディ

スクが使用できるが，長時間の記録は現段階では磁気テ

ープを使用したいわゆるPCM録音機に頼らざるを得な

い．このような目的で放送用VTRや電子計算機用磁気

テープ装置を利用したPCM録音機が一部で使われてき

たが，最近家庭用VTRを利用したPCM録音機が多数

発表され，一部は市販されている．今後はディジタル信

号処理の入力用としてだけでなく，アナログ計測におい

てもテープレコーダに代り，録音機として広く使われる

ようになるものと思われる．

　ところでディジタル処理ということばを聞くと，直ち

にインパルス応答やM系列パルスを用いた相関測定など

パルス技術を連想しがちである．確かにパルスを用いた

測定，処理はディジタル処理に適してはいるが，ディジ

タル処理は必ずしもパルス信号によるものばかりではな

く，例えば正弦波を用いた測定においてもディジタル処

理技術により精度・能率の向上を図ることができる．

　音響測定へのディジタル技術の導入の特長はひとたび

システムを完成させてしまえば，誰にでも，場合によっ

てはかなりの悪条件下でも安定した（再現性に富んだ）

高精度の測定が比較的短時間に行えるという点にあると

いえよう．いいかえればディジタル処理には難解でめん

どうな理屈がつきもので研究室レベルの非現実的なもの

という見方も一部にあるが，実は通常のアナログ測定の

方が測定環境が限られ，測定者にも熟練を要するもの

で，製造ライン等で不特定多数の人が測定を行うような

場合にはディジタル処理の方が余程実用的である場合も

多い．

　いずれにしても音響測定に当ってはアナログ処理とデ

ィジタル処理の特長をよくふまえたうえで，目的に合っ

た処理を行うことが肝要であるといえよう．


