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1 まえがき 
難聴者も含めた快適な音環境の実現を目的

として，高速 1bit信号処理を用いた伝送誤り
に強く前後処理の少ない無線伝送方式の確立

に取り組んでいる[1]。 
一般に到来音を無指向に増幅する補聴器の

出力は反射音を多く含む遠方の音源に対して

は明瞭度が少なからず低下する。難聴者も参

加する「音バリアフリー懇談会」においても

無線伝送を介した補聴システムが会議や TV
視聴など様々な状況において有用であること

が指摘されており，これまでに小山，中村ら

により Bluetoothと磁気誘導による手法が提
案されている[2]。一方補聴器が音コミュニケ
ーション支援を目的としていることに着目す

ると，通常のデータ転送と比較して伝送遅延

や再生信号の聞き取りやすさが重要になる。

本報告では音コミュニケーションを支える技

術として高速 1bit信号処理を用いた歪に強く
遅延の少ない無線補聴システムを提案する。 

2 高速 1bit信号と伝送歪 
2.1 高速 1bit信号を用いた誤りに強い伝送 
ディジタル通信技術の進歩により CD 程度
の音質の無線通信ができるデバイスが気軽に

入手できるようになってきた。しかしながら

それらの多くは複雑な誤り訂正や圧縮伸張を

利用しており，処理による伝送遅延が数十

msに至ることが多いのが現状である。これら
遅延は特に会議など発言者の自身の声が受聴

音に含まれるシステムにおいて会話の障害と

なることがある。しかしながら一般にバッフ

ァを含む変復調処理を小規模にするほど伝送

に伴うビット誤りの発生率は高まり，パケッ

ト単位の情報の欠落や上位ビットの誤りによ

るスパイク状のノイズなどディジタル通信特

有の歪が懸念される。 
一方高速 1bit信号は量子化ビット数が 1で
あることから各ビットに重み付けがなく誤り

ビットによって上記の様なノイズは発生しな

い[3]。また高速 1bit信号そのものがディジタ
ルアンプの駆動信号となり得ることから非常

に簡潔かつ省エネルギーな構成が期待できる。 
2.2 方式の違いによる誤り信号の電力比較 
オーバサンプリング比 Rovの 1bit 信号及び

N bitのマルチビット信号において εの確率で
発生する誤情報の総電力 Esd、Emは最大振幅を

Aとすると以下のように近似される。 
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図－１に同一ビットレート(2.8Mbit/s)で再
量子化した信号に 0.1 %の割合でビット誤り
が含まれた 1bit 及び 16bit の音楽信号の波形
を示す。可聴域の比較としていずれの信号も

20k Hzの LPFを施している。誤情報の総電力
差はほぼ計算値の 7dB程度であったがマルチ
ビット信号はインパルス状のノイズが発生し

無処理では聞き取りづらい信号となる。 

 

(a) 源波形 

 
(b) 1bit信号の可聴域（誤り率 0.1%） 

 

(c) 16bit信号（誤り率 0.1%） 
図－１ ビット誤りを含む再生信号波形 
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3 送受信実験 
図－２に示す極めて簡潔な構成で試作実験

を行った。入力信号を高速 1bit信号そのもの
（以下 A方式），あるいはインパルス信号（パ
ルス幅約 20ns，以下 B方式）として帯域制限
をかけずに送信した。それぞれの出力波形を

図－３に示す。A方式の送信信号は可聴域を
含む低域のエネルギーを比較的多く含み，B
方式による伝送は非常に広帯域のスペクトル

を持ちながら省エネルギーかつ他の機器への

影響が少ないなどの特徴をもつ UWB 伝送の
効果をそれぞれ狙ったものである。 
微弱な電波での実験で両方式において 1m
程度の送受信を確認した。送受信にかかる遅

延は 2μsである。いずれの方式もディジタル
化前の信号からも内容を聞き取ることができ，

特にA方式アンテナ近傍においてTモードを
用いた一般の補聴器でも受聴することが可能

であった。これらのことからディジタル復調

が困難な状況でのアナログディジタル混在復

調方式や一般の補聴器及び専用の受信機どち

らでも受信できる無線補聴システムへの応用

が期待できる。 
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図－２ 試作機構成 

 

 
図－３ 送信信号波形（横軸：500ns/div） 

4 誤り訂正符号を内包したΔΣ変調器 
本手法はビットストリーム自体のスペクト

ルを利用しており，誤り訂正符号の導入に際

しては誤り信号自体のスペクトルを配慮しな

くてはならない。そこでΔΣ変調器内に誤り

訂正符合生成器を内挿し，誤り訂正符号も含

めた高速 1bit信号としてノイズシェーピング
する構成を提案する。 
２次のΔΣ変調器における提案する手法の

構成図を図－４に示す。生成された誤り訂正

符号を所望のタイミングで挿入する。誤り訂

正符号を付加しない同一ビットレートのΔΣ

変調時（赤線），誤り訂正符号付加時（緑線），

誤り訂正符号内挿型ΔΣ変調時（青線），更に

誤り訂正符号を出力 1サンプル前にフィード
フォワード信号として量子化器前に付加する

構成（桃線，図中括弧内）で規格化周波数

1/2048の正弦波を変調した信号のシミュレー
ション結果を図－５に示す。提案手法により

誤り訂正符号のスペクトルが制御されている

ことが確認できる。フィードフォワード系の

付加により約 3.5dB S/Nの改善が見られた。 
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図－４ 誤り訂正符号内挿型ΔΣ変調 
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図－５ 提案手法のスペクトル 

5 むすび 
音コミュニケーションを支える機器である

補聴器に適した無線伝送を目的として，高速

1bit 信号を用いる方式を提案した。本手法は
伝送歪に強く復調に複雑な処理を必要としな

い，１対複数の通信が可能などの特徴を持つ。 
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