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１．まえがき 
古くから人々の生活に密着してきた大衆・

民衆芸術としての音楽は，昨今の圧縮技術や

ディジタルサンプリングに象徴されるオーデ

ィオのディジタル化をきっかけに著作権など

の知的財産権保護という大きな課題を迎えて

いる。 
また芸術の価値がディジタル技術により埋

もれていくと懸念する人もいる。大衆・民衆

芸術に資本主義的競争原理が介入してきた時

点で究極的にはこのような姿は必然だったの

かもしれない。このような状況下でも音楽文

化を支えるシステムを考えなくてはならない。 
末端利用者による著作物の違法複製につい

ては許されるものではないが，ディジタルサ

ンプリングなどについてはあくまで創造性を

阻害しない範囲でならば複製に問題はなく，

むしろ表現の自由を尊重するべきだと考える。

芸術家がインセンティブを保ち続け，文化が

豊かな方向に前進するようなシステムが必要

なのではないだろうか。 
末端利用者には複製に対する対処も兼ねて

高品質なアナログで提供するべきである。本

報告では，現代社会の抱える芸術的，文化的

危機の対処法としてディジタルマスターに記

録した音源をアナログ AM に変換し広帯域，

小電力での AM 放送による供給を行うシステ

ムを提案する。 
２．広帯域小電力による高品質 AM 放送 
既存の放送形態では AM は FM より音が悪

いと言われているが，AM は原理的に単純明

解で線形性が保たれる高品質な変調方式であ

る。AM は変調信号と変調信号に含まれる最

高周波数より十分高い単一周波数をもつ正弦

搬送波との積を作り搬送波を加算する操作で

あり，信号の包絡線と情報信号が正確に一致

することにより理論上完全再現が可能である。 
一方 FM は， 

)2sin2cos()( tftfAtv mcFM πβπ +=  (1) 
（ β：変調指数 mf ：信号に含まれる最

大周波数 cf ：搬送波周波数）で表される。 
式(1)のような正弦波を印加した FM 信号を

フーリエ級数展開しスペクトル分布を求める

とベッセル関数により無限級数に展開してし

まい，信号の完全伝送は不可能である。 
一方 AM は信号の振幅が電波の強弱に直接

反映することや，電波の振幅を検波すること

により距離減衰やノイズに弱い。しかし，小

規模放送局を近距離に複数設置することによ

り強い電波をどこでも受信することができ，

更に広帯域を使うことにより周波数特性や

S/N に関しても高品質な音情報の伝送ができ

る。このような条件を満たした AM 放送によ

り芸術家の意図に対してより忠実で高品質な

アナログ放送の媒体になることが可能である

と考える。 
本報で提唱する手法は図―１のようにアナ

ログであれディジタルであれ作り手の使いや

すさ，表現方法に適した手法により制作した

音源によりなるべく高精細なディジタルマス

ターを作り，末端利用者にはさまざまな形態

のアナログで供給するシステムである。 
またその一環として本報では高速１bit 信

号処理のディジタル特性とアナログ特性を用

い，いわゆる D/A や変調回路の必要なく直接

アナログ AM 信号を作り出すことによる，ス

ムーズなディジタルアナログ変換法により広

帯域小電力アナログ放送のシステムを提案す

る。 
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図―１ １bit マスターから AM で供給 

３． ディジタルから直接 AM へ 
 ディジタル信号のもつ性質を利用した直接

AM 変換について，理論を構築しシミュレー

ションを行った。 



３．１ 標本化理論 
信号 )( tx を標本化すると， 
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と表すことが出来る。また )(tTsδ をフーリエ

級数展開すると，式(1)は以下に展開される。 
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図―２ )( tx ・ tsωcos によるスペクトル変化 

この波形は AM 変調の両側波帯(DSB)に相 
当する。従って tntx sωcos)( に，角周波数 snω
（ 3,2,1=n ）の搬送波を加算し，バンドパス

フィルタ（BPF）を施すことにより snω の正

弦波を搬送波とする高周波 AM 信号を得る。 
３．２ １bit/AM 変換 
 高速１bit 信号処理は標本化を高速にし１

bit 量子化し⊿Σ変調により量子化雑音を高

域に追いやることにより高品質な符号化方式

を可能にしたものである[2]。またスペクトル

のベースバンドコンポーネントに音信号がそ

のまま保存され原理的にD/A変換器を必要と

しないという意味でアナログに近いディジタ

ル信号処理と言えよう。この１bit 信号のアナ

ログ特徴と，信号が 2/snf で折り返され， snf で

繰り返される性質を利用して直接 AM 波を作

るシミュレーションを行った。 

 
図―３ ＤＳＢと AM 波 

１kHz の正弦波信号を標本化周波数（ sf ）

約２MHz で１bit 量子化し sf 付近で BPF を施

し，得たＤＳＢ波形が図―３の濃線で示す。

また搬送波２MHz を加算することにより網

掛けの部分で表されるような AM 波を得た。 
４．試作した電子回路による実験 
 前章により提案したシステムを試作し観察

した。原音信号を 1bitＡ/Ｄ変換し，周波数 sf
の搬送波信号を加算し， sf 付近の周波数を

BPF により帯域制限することにより，AM 変

調信号を得た。搬送波にはクロック信号を使

用した。 
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図―４ 原信号と AM 信号 

図―４上部に原信号，下部に１bit 量子化よ

り得た AM 信号を示す。またこの AM 信号を

包絡線検波した復調信号には若干雑音が観測

されるが原音とおおよそ変わらぬ信号が得ら

れた。ノイズの発生はおそらく不要な高域の

量子化雑音除去が十分でないことが原因と思

われるが，シミュレーションや理論の示す特

性は確認できた。 
 本方式で原信号に含まれるだけの任意の周

波数帯域を含む AM 波を特別な変調器を用い

ることなく作成できることが確認できた。 
５．むすび 

本報では，生活に密着した芸術としての音

楽が，現在の文化や社会の中でどの様に存在

するべきかという問題提起を発端に，ディジ

タルマスターに記録した音源をアナログ AM
に変換し広帯域，小電力での AM 放送による

供給を行うシステムを提唱し，そのシステム

に適切と思われる１bit/AM 変換方法を提案

した。今後は，実用化を目標に，例えば本庄

キャンパス周辺を特区に広帯域少電力での小

規模放送など，また室内での非結線マルチチ

ャンネルシステムへの応用など検討する所存

である。 
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