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パーソナルコンピュータを用いた音響信号の取り込み *

山崎芳男・大越　幹・伊藤　毅**

（早稲田大学理工学部）

1.　まえがき

　音響信号処理におけるパーソナルコンピュータを導入
する場合，パーソナルコンビユータは単に音響信号の入
出力に使い，処理は大型コンピュータに頼るという使い
方もある。しかし，パーソナルコンビュータの処理能力
は急速に進歩しており一昔前の大型機を凌ぐものさえあ
る。今後も益々その傾向は強まるものと考えられる。従
って本稿ではあくまでもパーソナルコンピュータ単独で
の処理を前提としての信号の取り込みについて考えるこ
とにする。
　パーソナルコンピュータの記憶容量は大きくなったと
はいえ，大量の音響信号を主記憶装置上で扱うのは無理
であり，一般にテープレコーーダなどの録音装置を補助
的手段として使用する。ところで数年前から家庭用VTR
を使用するPCMプロセッサや業務用の多チャネルの
PCMテープレコーダが数社から市販されており，一部
では音響計測や音響信号処理に導入されている。パーソ
ナルコンピュータで音響信号を扱う場合，当然のことな
がら信号はディジタル化されていなければならないの
で，音響信号をディジタル化して記録するPCMプロ
セッサやPCMテープレコーダとパーソナルコンピュー
タを結び付ければ，有効な使い道が数多くあるものと考
えられる。著者らもPCMテープレコーダと大型計算
機やパーソナルコンピュータとを組み合わせて使い重宝
してきた。
　本稿ではPCM-9800と市販のPCMプロセッサに若干
改造を加えることにより構成した広帯域音響信号の入出
力システムのハードウェア及びソフトウェアをできる限
り具体的に解説する。

2.　システム構成

　2.1　ハードウェア構成
　図‐1に著者らが音響信号の処埋に使用しているシス
テムのハードウェア構成を示す。PCMテープレコーダ

 * Acoustic signal acquisition by personal computer.
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インタフェース，大容量RAM，実時間演算装置はパー
ソナルコンピュータ本体の拡張スロットに実装してい
る。詳しくは本誌41巻1号の解説を参照されたい　。
　2.2　入出力信号形式
　図‐2に入出力に使用しているシリアル信号形式を示
す。基本的には32bitの等間隔のシリアル信号とデュ
ーティ比50％の語同期用クロックからなる簡単なもの
である。この32bitは１語として扱ってもよいし，16
bit2語として使ってもよい。また，ビット転送用のビ
ットクロックも定義している。このビットクロックはワ
ードクロックからPLLで作り出すことも可能であるが，
あらかじめ用意しておくとシフトレジスタだけで並列デ
ータに変換できるので簡単な実験等には便利である。
　インタフェースのハードウェア仕様を図‐5に示す。
論理レベルはTTLコンパチブルでケーブルにはツイス
テッドペア線，コネクタにはDINの8ピンを図のよう
に使っている。ツイステッドペア線で10m程度の伝送
は全く問題ない。
　この信号形式は著者らはPCMプロセッサやCDプ
レーヤとコンピュータとのインタフェースあるいは各種
の処理装置間の信号のやりとりにすでに10年以上使っ
てきた。この信号形式の特長は形式の単純さにある。す
なわらシフトレジスタさえ用意すれば並列データに変換
が可能であり，簡単な実験をするときなど負担が軽いの
で多くの人々におっくうがらずに使われて，定着した。
　最近ディジタル出力端子つきのCDプレーヤが数社
から登場している。その出力信号形式は1ラインで同期
も信号も同時に伝送している。個別部品で構成すると同
期分離等で回路構成が複雑になるが，専用LSIが市販
されるようになれば，1ライン伝送インタフェースが実
用化されよう。
　2.3　PCMプロセッサ
　音響信号を処理するには大量のデータを扱わざるをえ
ない。従来はテープレコーダやFM方式のデータレコ
ーダが使われていたが，時間軸精度の点で伝送路の隘路
となっていた。そこでこれらの欠点を補う意味でPCM
テープレコーダは注目されてきた。現時点では装置の価
格や運用コストの点からもPCMテープレコーダが有
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利になってきた。
　1979年に日本電子機械工業会で家庭用VTRを利用
したPCMプロセッサに関する技術ファイルがまとめ

られた。この信号形式に基づくPCMプロセッサが数社
から発売され，最近ではLSI化と大量生産により10万
円を割る価格の16bit AD，DA変換器をそなえたハー

図‐1　PC-9800 を用いた音響信号処理システムの構成

図‐2　シリアルデータフォーマット

図‐3　インターフェースの仕様
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ドウェアさえ登場している。
　測定，分析用としては変換精度や周辺回路に若干問題
もあるかも知れないが，これらを入手して改造を加えて
使うことができれば，たとえAD，DA変換器としてだ
けみても意味がありそうである。そのうえPCMプロ
セッサには強力な誤り訂正機能が完備されているので，
音響信号ばかりでなくデータやプログラムすらVTRの
テープに記録保存が可能である。すなわちVTRをパー
ソナルコンピュータで制卸することにより大容量の外部
記憶付きのシステムを構築することが可能である。
　PCMプロセッサの一般的な構成を図－4に示す。図－5
にソニーのPCMプロセッサPCM－501にインタフェ
ース回路を付加する改造例を示す。他の多くのPCMプ

ロセッサやCDプレーヤも標本化周汲数に同期したク
ロックとディジタル信号を取り出せば同様の改造は容易
である。
　2.4　インタフエース
　PCMプロセッサとPC－9801とのインタフェースの
ハードウェア構成を図－6に示す。また，表‐1に入出力
ポートの番地を示す。入出力とも16bitのデータラッ
チとシフトレジスタにより直列並列変換を行うだけの岬
純な構成であり，PC－9801のユニバーサルボード1枚に
十分おさまる。両者のグラウンドの縁を切るためにフォ
トカブラを用いたり，同期を含めた１本の線路によるや
りとりも導入しているが，ここでは基本的な回路の紹介
に止める。事前にPCMプロセッサを使ってVTRに

図‐4　PCM プロセッサの構成

図‐5　PCM プロセッサ PCM‐501 ES の改造例

),) 32



日本音響学会第38回技術講習会

日本音響学会誌　41巻　7号（1985）　

図
6　
PC
-9
80
0
用
シ
リ
ア
ル
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
回
路



日本音響学会第38回技術講習会

パーソナルコンピュータを用いた音響信号の取り込み

リスト -1　基本的な信号入出力プログラム例

録音した信号をオフラインで取り込む場合にはディジタ
ル信号のやりとりだけであり，グラウンドラインを介し
てのアナログ系へのまわりこみは問題にならない。ま
た，特に高精度を要求したり，雑音の多い他の周辺機器
と共存でもしない限りオンラインの使用に対しても実用
上問題となることは少ない。
　2.5　　　　端子を利用した同期
　標本化周波数をPC－9800側が決定する場合には同期
の問題は生じない。しかしPCMプロセッサやCDプ
レーヤあるいはその他の外部機器の標本化周波数で
PC－9800に信号を入力できなければ取り込み装置とし
ての魅力はない。
　この場合，両者の同期が必要となる。標本化周波数
44.1kHzで2チャネルの16bit信号を入出力する場
合のデータの転送速度は1.41Mbit/sと高密度のフロ
ッピーディスク並の速さであり，かつフロッピーディス
クのようなデータ転送の休止区間がない。一般に外部ク
ロックでデータを入出力するには割り込み処理が使われ
る。しかるに8086には割り込みや条件ジャンプといっ
た分枝処理が遅いという欠点があり，通常の割り込み処
理は使うことができない。そこでPC－9800拡張スロッ
トの　　　 （Hold Request）端子を利用して切り抜け
ることとした。
　　　　端子は元来DMA時にCPUを強制的にHOLD

状態にする端子で，　　　端子をLowにするとCPU
は停止し，Highにすると実行を再開する。従ってこの
端子をCPUのOUT命令と外部クロックにより制御
する回路を設けてやれば，外部クロックに同期した高速
の入出力が可能となる。図‐6のIOアドレスD6Hと
D7HのLS74がその回路である。このアドレスに対
してOUT，命令を実行すると次の外部クロックの変化
があるまでCPUはHOLD状態となるので，その直後
に入出力命令をおけばよい。64kHz2チャネルのデー
タを入出力する典型的な命令シーケンスをリスト‐1に
示す。

3.　ソフトウェア

　3.1　入出力プログラム
　PC－9800を8MHzクロックで動作させるとプログ
ラム制御下で，測定用音源としてインパルスやM系列雑
音を出力し，同時に4チャネルの取り込みが可能であ
る。著者らは近接4点法による建築音響測定に利用して
いる。ここでは5MHzクロックでも動作する2チャ
ネルの入出力についてプログラムのサブセットを紹介す
る。
　このプログラムはPC－9800の主記憶装置の20000H
～9FFFFH番地の仕意の場所にディジタル化された音
響信号を入出力するものである。この領域をそのまま使
用すると512KByteであるが，メモリの一部をバンク
切り換えで使用することにより容量は必要に応じて拡
張することができる。512KByteのとき標本化周波数
44.1kHzの音響信号1チャネルを5.8s，2チャネル
を2.9s蓄えることができる。
　プログラムはMS－DOS（Ver 2.11）上で動作し，使
用言語はComputer Innovation社のOptimizing C86
とMS－DOSの標準アセンブラMASMとである。リ
スト‐2，3にそのソースリストを，リスト‐4にコンパイ
ル及びリンクを行うバッチファイルを示す。Opitimiz-
ing C86は64KByte以上のデータを取り扱いやすい
ようにbigモデルでコンパイルしている。
　アセンブラ部分は1標本（4Byte）ごとの番地指定や5
MHzクロックでの動作を確保するために工夫がこらさ
れている。特に8086の64KByte単位のセグメント境
界では処理速度の点で細心の注意が要求される。そのた
めに自己書き換えの機能を使用している。また，ソース
ファイルも簡潔にするためにマクロ機能を多用している。
　3.2　メモリ管理
　取り込まれた音響信号はC言語の変数や配列としてバ
イト単位で扱うのではなく，音響信号の標本単位すなわ
ち1チャネル当たり16bit単位で絶対番地をふって扱
った方が便利である。
　一方，膨大な信号の入出力や編集あるいは処理を一つ
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表 -1　入出力ポート番地

　　　I/O アドレス 　　　機　　　能

　　D0H（read/write）  データ下位　8 ビット
　　D1H（read/write）  データ上位　8 ビット
　　D6H（wirte） 　L　ch.　同期要求
　　D7H（write） 　R　ch.　同期要求
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リスト-2　プログラムリストC 言語部（PC．C）

リスト-3 － 1
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リスト‐3‐2

リスト‐3‐3
リスト‐3　プログラムリストアセンブラ部（PCSUB，ASM）

リスト‐4　PC，EXE を作成するパッチコマンド
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のプログラムにまとめるとプログラムが巨大化し能率が
悪い。そこで幾つかのプログラムを組み合わせて使うこ
とになる。この場合データをどのプログラムからもアク
セスする必要があり，この点からもデータに絶対番地が
要求される。
　ところでPC－9800のMS－DOSのメモリマップは
図－7のような構成となっている。従ってCOMAND．
COMや他のプログラムの実行で音響信号を格納する
20000H～9FFFFH番地の内容が破壊されてしまう。
そこで取り込みプログラムの実行に先立ちTPA（Tran-

sient Program Area）の先頭にあるメモリコントロー
ルブロックを書き換えてMS－DOSで使用するメモリを
20000H以下に制限してやる必要がある。リスト－5がこ
のプログラムLIMIT．COMのリストである。図－7が
“LIMIT2000”を実行した後のメモリマップである。
セグメントアドレス2000H（実アドレス20000H）以降
の領域はMS－DOS本体からは無視され，通常のMS－
DOSコマンドを使用している限り20000H～9FFFFH
番地はデータ領域として確保される。
　リスト－6にPCMプロセッサからの入力を実行した
例を示す。

リスト-5　LIMIT コマンド（DEBURG によるダンプリスト） 図-7　PC-9800MS-DOS メモリマップ

リスト-6　PC. EXE の実行例
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4.　む　す　ぴ

　マイクロプロセッサの出現により，コンピュータのハ
ードウェアや機械語が使用者に開放された。この意味は
大きく，使用者が目的に応じたコンピュータを自ら構成
することが可能になった。回路構成やOSがすべて開放
されているわけではないパーソナルコンピュータの場合
でも，若干のハードウェアの知識があれば各種の機器と
の組み合わせにより文字通りの“パーソナル”コンピュ
ータシステムを構築することができる。著者らは大量生
産によって大幅に価格の低減したPCMプロセッサを
いわば少し大きなハイブリッド集積回路としてとらえ，
入出力回路を付け加えてパーソナルコンピュータの入出
力装置として利用している。
　一昔前には大規模な装置と莫大な費用を要したシステ
ムが手軽に身近に実現できるようになった。一般には価

格の低減だけに目がいきがちであるが，実は身近に手軽
に使えるということはより重要な意味をもっている。考
えてみればコンピュータが貴重品扱いされている間はま
だまだ本物ではなく，コンピュータの存在を意識せずに
いつでも好きな時に好きなように使えるようになって初
めてその真価を発揮するといえる。パーソナルコンピュ
ータの進歩はすでにその環境を十分与えてくれていると
いえよう。我々は正にいまその対応能力を問われている
といえるのではないだろうか。
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