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1．まえがき

　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，標本化周波数と量子化ビット数は密接な

関係を持っており個々に論じられるものではない．

　標本化周波数と量子化ビット数の組み合わせの選

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

と検討を加えてきた　．

　具体的には，量子化器を帰還ループ内に設けるこ

とにより量子化雑音のスペクトル分布を可聴帯域外

に押しやり，通常の系と同等の500k～1Mbit/sの伝送

容量，すなわち500k～1Mbit/s標本化で1bit符号化

が可能であることを明らかにし，様々な信号処理を

提案してきたた　．

　高次の帰還ループの安定化，入力信号に応じた伝

達関数の適応制御により量子化雑音スペクトルを最

適化する高能率符号化法については既に報告した．

ここでは適応制御を系の安定化にも役立てる方法を

検討したので報告する　　．

2．系の安定化

　2次以下の　　変調は安定に動作するが，3次以

上の構成では量子化ステップ数の制約や現実の量子

化雑音が量子化器の入力と相関を持つこと等によ

り，その動作が不安定となることがある．

　NTTの松谷，内村，村田らが考案したMASH

型変調は1～2次の安定な　　変調化器を従属接続

し，段数に応じて微分したうえ加算することにより

高次の安定した動作を得る大変巧みな方法である

が，出力部に加算があり各ブロックを1bit量子化器

で構成しても出力は複数bitとなってしまう　　．

　図－1に示すように積分器を従属接続しそれぞれ

に重み付けをして加算し1bit量子化器に入力する加

作する．また積分器の間にフィードバックループを

設けることで極と零点の制御が可能である．

　量子化雑音 　が入力  と無相関になるように的確

なディザ等が導入されているとき，出力を　，積分の

次数を　とすると伝達関数は，

と表せる．ここで　　　　　 の場合に系は安定に

動作する．

　図－2に　 　 をそれぞれ                を

0としたときの正弦波入力時の出力　のパワースペク

トルを示す．この系は入力　 　のときリミットサイ

クル発生する．その様子を図－ 3 に示す．

3．ディザを用いた系の安定化

　量子化ステップ幅　あるいはその整数倍に一様分

布するディザと呼ばれる確率変数を量子化に先立ち

入力信号に加算し，量子化器出力から同じ確率変数

をディジタル減算すると，入力信号の振幅の如何に

かかわりなく量子化雑音は入力信号と無相関な電力

　　 の白色性の雑音となる　　．

　ところで1bit 処理では量子化後のディザの減算は

困難である．減算を行わないと量子化雑音は白色化

されその総量は　　 となってしまうが，ディザを

高域に集中させると低域では減算したのと同じ効果

が得られることをすでに報告した　　．

　図－1 のような構成で 7 次の AD 変換器を，ハイ

ブリッド IC で，通常のマルチビットから1 ビット

への変換器（DD 変換）を汎用DSP（TC9331F）で試

作した．同じ伝達関数を用いたにもかかわらず入力
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信号が零の場合にAD 変換器は安定であるが，DD

変換では図－ 3 に示すような発振状態に陥ることが

分かった．

　そこで図－1 の高速1bit 符号化器のA 点またはB

点に高域集中の小振幅ディザを加えシミュレーショ

ンを行なったところ安定に動作した．図－ 4 に A 点

にディザを加えたときの出力のスペクトルを示す．

　以上から，ディザの効果の確認がなされたと共

に，AD 変換器が安定に動作するのはアナログの素

子雑音あるいは入力の残留雑音がディザとして機能

しているものと考えられる．

4．伝送特性の制御による安定化

　入力信号に適応して伝送特性を制御する高能率符

号化手法　を提案しているが，さらに零入力時の安

定化を適応制御に含める手法を検討した．

一例として図－1の構成で　は前と同様， 　は

0.04，を 0.33 ～ 0.45 で制御した時の零入力時のス

ペクトルを図－5に示す．この手法によりディザを導

入しなくともリミットサイクルから逃れられること

が確認できた．

5．むすび

　高域集中ディザによりディジタル変換でも零入力

時にも安定に動作することを確認した．

　ここでは伝達関数の制御が高能率符号化に加えて

系の安定化にも利用できることを明らかにした．今

後はさらに高次の構成について，理論的な検討を加

えていきたい．
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図－5　伝達関数を適応処理した時の無信号時の特性

図－4　ディザを加えたときのスペクトル

図－3　無信号時のリミットサイクル

図－2　正弦波入力時のスペクトル

図－1　5次の1bit符号化器の構成

)4(

a
1b

―624―


