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1．まえがき

　オーディオの原点をどこに求めるかには議論

もあろうが，エジソンのレコードからSP，LPレ

コードと進んできたオーディオ信号はすっかり

ディジタルされてしまい，いまや身近なアナ

ログメディアはカセットテープくらいになって

しまった。

　ディジタルの起源は人類が数という概念を使

い始めたころにあり，のろしや旗による通信と

いう形で情報のディジタル伝送も古くから行わ

れてきた。17世紀に数値解析が発展してディジ

タル信号処理の基礎が出来上がり，19世紀には

モールス符号によるディジタル通信，電信が実

用化された。しかしディジタル信号処理技術が

今日の隆盛を究めるに至った原動力は，1940，50

年代のC.E.Shannonの業績に代表される情報理

論の発展と電子計算機の実用化と1970年代以

降の半導体技術の飛躍的発展にあるといえよう。

　音響分野へのディジタル技術の導入の道の

りには大きな山が幾つかあった。最初は，1960

年代の電話中継回線のディジタル化，放送局や

レコード制作用のディジタルテープレコーダな

ど莫大な投資をしてアナログ伝送路の隘路をデ

ィジタル化することにより改善した「黎明期」

である。

　第二の山は，手軽に良い音が楽しめるように

なったCD，MD，パーソナルコンピュータ，家庭

用ディジタルVTRなどLSI化と大量生産による

身近な分野へのディジタル技術の「浸透期」で

ある。

　第三の山はここ数年の動きである。膨大な帯

域，高価な機器を必要としていたディジタル処

理であったが，最近は有限な電波の有効利用を

目的に，いわば「省資源」の観点からの導入，

ディジタル化による携帯電話や放送の多チャン

ネル化などが始まっている。

当初は畏敬の念をもって迎えられたディジタ

ルオーディオも，現行フォーマットの限界が論

じられさまざまな方式の提案があったり、省資

源や安くて丈夫だからといった観点から導入さ

れるようになったりと，新たな時代を迎えよう

している。

2. AD／ DA変換と符号化

シャノンの美しい定理  シャノンは信号の単位

時間当たりのエントロビー（Entropy）即ち平均

情報量より大きな伝送容量を持つ伝送系を使え

ば，あいまい度を限りなく小さくする符号化法

が存在するという美しい定理を導いている  。

　このシャノンの情報理論の第1定理は信号の

無ひずみ伝送の可能性を示唆している。アナロ

グ信号が無限の情報量をもつならば，伝送容量

が有限なディジタル伝送路ではひずみのない伝

送は不可能である。しかるにわれわれが情報伝

達に用いる信号の情報量は一般に有限である。

そもそも情報が意味を持つということはその情

報量が有限の値であることに他ならない。適確

な符号化を施せば，伝送容量の有限な現実の機

器を使用しても劣化のない伝送・処理が期待で

きることになる。

劣化しないという欠点  アナログでは伝送過程

で加わった雑音やひずみは修復不可能であるが，

ディジタルでは数字が読めさえすればもとどお

りに清書することが可能である。さらに例えば

数字の合計をメモしておげばどれか一つが読め

なくとも修復することが可能となる。これがデ

ィジタル信号処理の大きな特長，誤り訂正機能
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である。

　このようにディジタル伝送では伝送容量の

有限な現実の機器を使用しても劣化のない伝

送・処理が期待できる。従って信号処理へのデ

ィジタル借号処理導入の採否は，アナログ処理

による信号劣化と，ディジタル化の際生じる信

号劣化との比較により決定すべきものである。

　また，一般にアナログでは質の高い処理を行

うには熟練を要するのに対し，ディジタルでは

誰が何時行なっても同じ結果が期待できるとい

う利点もある。

　信号をディジタル化すると，たとえ雑音のあ

る伝送路を使っても信号劣化のない伝送が可能

である。これはディジタルの大きな特徴である

が，ソフトウェアに携わる側にある種の戸惑い

があったことも事実である。それはアナログで

は多かれ少なかれ劣化した信号が聴取者の耳に

届いていたが，ディジタル化すると信号は劣化

することなくそのまま届く。また，ディジタル

では劣化のないコピーが可能である。法律的な

観点からの議論も盛んに行われており，ディジ

タル透かしなどの導入も検討されている。

　伝送段階で劣化しないという利点が場合によ

っては欠点となりかねない。

標本化と量子化は表裏一体  一般に標本化周波

数が帯域を決め，量子化ビット数がダイナミッ

クレンジを決定すると捉えられがちであるが，

一様本化周波数と量子化ビット数の績である伝送

容量，信号伝送速度が重要な意味を持っており

個々に論じられるものではない。

　量子化ステップ  に比較して入力信号の振

幅が大きい場合あるいは適確なディザが導入さ

れている場合には量子化雑音は入力信号と無相

関な標本化周波数の1/2の帯域に一様に分布す

る電力      の周波数成分の平坦な白色性の雑

音となることが知られている     。

　従って壌本化周波数を高くすれば信号帯域

内の量子化椎音は減少し，1bit量子化で20kHz

帯域でダイナミックレンジを100dB確保するこ

とも原理的には可能である。しかしこの場合標

本化周波数は3GHzにも達してしまい実現不可

能である。

　標本化周波数と量子化ビット数はアナログ

信号のディジタル化の際に必ず設定しなければ

ならないパラメータであるが，その選定時必ず

しも容易ではない。現に次世代オーディオを見

据えた様々なパラメータが提案されている。

高速標本化1ビット量子化  われわれは少なく

ともAD/DA変換については選択が困難であるの

ならばいっそその片方の極限である高速標本化

1bit 量子化で信号の情報量と人間の聴覚特性

に見合った符号化方式が可能なのではないかと

様々な検討を加えてきた。1974年には高次差分

PCMにより標本化周波数が1/6以下のダイナミ

ックレンジを拡大することが可能であることを

明らかにし  ，1979年には量子化器を帰還ルー

プの中に設けその順方向伝送特性H(s)と帰還

特性H(z)を適当に選び，量子化雑音のスペクト

ルを制御することにより広帯域音響信号を扱う

1ビット量子化が可能であることを明らかにし

た  。

　この方式は比較器と1bit遅延回路以外はア

ナログ素子で構成されているにもかかわらず，

出力の1bit信号はれっきとしたディジタル信

号である。この回路はトランジスタか演算増幅

器あるいは真空管で構成するアナログ積分器と

比較器で実現することが可能である。極端にひ

ずみの多いアナログ素子である1bit 量子化器

を，低域に大きなループ利得を持つ帰還ループ

に入れることにより，低域のひずみの低減を図

ったシステムの最もひずみの多い点から出力を

取り出した回路とみなすことができる。

　そのスペクトル分布はディジタル信号であ

りながら低域には入力信号のスペクトルがその

まま存在し，高域に量子化雑音が集中している。

したがって復調にマルチビットのDA変換器は

不要であり，低域通過フィルタを通過した1bit

信号の低域成分がそのまま復調アナログ信号と
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なる。また高城集中ディザとして作用すること

によるひずみの軽減も期待できる。

　7MHz標本化1bit 量子化で直流から20kHz

では130dB，100kHzにわたり100dBのダイナ

ミックレンジを確保した信号の伝送が可能であ

る。我々の研究室では1985年来この方式のマル

チチャンネル録音用ハードウェアを数台試作し

音響計測やスタジオ録音等実用に供している。

　この信号は1bitであるから語同期の必要

が無く伝送誤りに強いという特徴を併せ持って

いる。実験衛星COMETSを使ったこの方式による

伝送実験を郵政省通信総合研究所と計画してい

たが，残念ながら先日のH2ロケットによる打

ち上げが軌道に乗らず今のところ実験は実現し

ていない。また一部では次世代ディジタルオー

ディオへのこの方式の導入が提案されている。

伝送符号や処理にまで現行のマルチビット方式

を否定する必要はないがAD/DA変換やひずみの

発生が懸念されるアナログ回路への導入効果は

大きい。

3．ネットワーク時代のオーデイオ

"文明人"の感性に頼るな  最近MPEGなど人

間の聴覚や視覚特性を積極的に利用した音や映

像の高能率符号化方法が数多く提案され，すで

にビデオCDや DVD-VIDEO，ディジタル衛星放送

等の符号化に使われ始めている。

　これらの規格・標準化作業を眼鏡や拡声器

が当たり前の生活をして，知らず知らずのうち

に聴覚や視覚が衰えてしまった，「文明人」の目

や耳，感性に頼って行ってよいものであろうか。

地球上には目や耳の優れた人々がたくさんいる

はずである。新しいシステムこそこれらの人の

力を結集して人間が本来持っていた優れた感性

を満足する仕様にしなければならない。

　聴覚特性を利用した符号化はオーディオとは

別次元のものであると論ずる向きもあるが，次

世代オーディオが人々の英知と感性を結集して，

優れた聴覚・視覚能力をも十分満足する符号化

方法などが実現できればと期待している。

　高能率符号化には信号の情報量に着目してそ

の冗長度を除去することにより，無ひずみで伝

送容量の節約を図る方法と，人間の感覚を利用

してひずみを出来るだけ感知されがたく工夫し

た圧縮とに大別される。一般に信号を圧縮する

という側面のみ捉えられがちであるが，高能率

符号化はむしろ，伝送路は節約したうえ質の向

上を図るという前向きの技術として捉えるべき

ものである。MPEGオーディオは，マスキングや臨

界帯域により，耳で検知することが出来ない音

を伝送の対象から除外することにより伝送量を

節約する高能率符号化である。

　著者らは一般化調和解析による高能率符号

化について検討を加えてきた。窓幅10～50msで

一般化調和解析した100周波数成分程度を合成

することにより聴感上，原音と違いのない音が

得られた。マスキングや臨界帯域を考慮して窓

幅や抽出する周波数成分数を変化させることに

より伝送容量約107kbit/sで聴感上原音と変わ

らない高能卒符号化が可能であることが確認さ

れている    。

約束ごとは最小限に  現行オーディオでは標本

化周波数や量子化特性に始まり各種の高能率符

号化，伝送形式等少々約束事が多すぎるきらい

がある。これがシステムの自由度を制約する結

果につながっているのではないか。標本化周波

数や量子化特性，エンファシス特性などどんな

方式で書かれているかを媒体ごとに記しておき，

このメモがきに従って再生系を設定するような

システムがあっても良いはずである。

　アナログレコードでは演奏時間の短い場合

には溝間隔を大きく取ることによりダイナミッ

クレンジの広い記録が可能であった。しかるに

現行CDでは30分収録しようが74分収録しよう

が伝送品質は同じである。自由度を与えさえす

れば帯域やダイナミックレンジの広い信号を記

録することも，マルチチャンネルのソースをつ

くることも，BGMを 24時間1枚に収容したデ

ィスクを作ることさえ可能になる。
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点から空間へ　ダミーヘッドホン収音・ヘッド

ホン受聴あるいはトランスオーラル系によるス

ピーカ再生はいずれも原音場の空間情報は伝え

ることができる。しかしこれらは空間でなく2

点のみの制御であり人の移動，頭の回転には対

応できない。

　キルヒホフの積分公式に基づいた方式を採れ

ば所望の音空間の伝送は可能である    。し

かし膨大な数の収音伝送再生系を必要としディ

ジタルでは到底実現は不可能である。境界面の

音圧と法線方向の粒子速度を全面記録するアナ

ログ方式が登場するかもしれない。

ハウスシンクからグローバルシンクへ  様々

な機器で構成されるシステムの同期を図る目

的でハウスシンクが導入されている。業務機

器間はSMPTEタイムコードが使用され，ま

た周辺機器にはMIDIタイム・コードが使わ

れている。配線は複雑であり離れた機器の同

期は不可能である。われわれは手軽に高い精

度の得られるGPSを利用したタイムコード

を使用している。

マルチメディア統合ファイル  GPSを利用し

て異なる方式の6.4マルチメディアファイ

ルを無理なく扱う，1秒あたり5ブロックの

絶対時間と位置情報を付加したマルチメディ

ア統合ファイルを試用しはじめている。

コピーライトからコビーレフトへ  最近の学生

はレポート，実験結果，場合によっては日記や

私信でさえ自分の手元に置くよりはネットクワ

ークに委ねた方が安心なのである。考えてみれ

ば膨大な，それも常にバージョンアップされる

OSやソフトウェアを個人で所有する必要など

全くない。これは明らかに新しいスリムな生活

形態の誕生である。ネットワーク上に情報を登

録しておくことにより，どこにいても利用でき

るばかりか自分の意志によってそれを他人に開

放することも可能である。むしろソフトはネッ

トワークで供給され近い将来CDや DVDに同

じ物を複製して売るという形態はなくなるかも

しれない。同じディジタルデータを何百万枚も

複写するのは資源の無駄以外の何者でもないか

らである。ネットワークを介してアクセスする

たぴに課金すれば済むことである。

4．むすび

　オーディオは周波数も比較的低く取り扱いや

すい，あるいは技術はとうに完成しておりいわ

ゆるハイテクとは無緑の存在のように見なされ

がちである。

　現実はまさに正反対，1960年代後半に実用化

されたレーザーをさっそく取り入れてCDを作

り上げてしまったり，理論技術段階であった誤

り訂正のアルゴリズムをLSIに押し込んでC

Dや DATあるいは衛星放送などとディジタル

システムを家庭にまで持ち込んだりと何とも果

敢な頼もしい新しい技術に対して貪欲な分野で

あり，ひょっとすると超伝導なども何らかの形

でオーディオ分野に顔を出すかもしれない。
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