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1．　緒　　　　言

　通信網においてディジタル信号処理技術が実用に供さ
れた最初の例　は，伝送路のディジタル化に伴う音声符
号復号化器であろう。すなわち，昭和40年頃，人件費
を含む道路工事費の増加，道路交通事情からくる管路敷
設の困難さ等の社会的背景を受けて，大都市の市内中継
伝送路の回線数増大の要求をどのようにして技術的に
克服したらよいのかという切実な問題が提起された。こ
のため，市内中継伝送路にディジタル伝送方式，すなわ
ちPCM－24方式を導入することによってこれら問題を
解決すると同時に市外中継伝送路もディジタル化するこ
とによりチャネル当たりの経済性を高め，伝送路コスト
の軽減を図ってきた。
　一方，通信メディアも音声だけでなく文字や絵を扱う
データ・ファクシミリ・映像等のサービスのニーズが
台頭し，このため通信網でも交換機をディジタル化した
データサービス（DDX：昭和51年）　を皮切りにファク
シミリサービス（FICS：昭和56年）　が開始された。更
にこれらの独立なサービスの通信網を一つの通信網に統
合化するISDN　　の概念が1972年12月CCITT会合
で生まれ，更に1988年4月にISDNサービスが商用化
された。
　このような時代的変遷を遂げてきた通信網のユーザイ
ンタフェースはメディアによらないディジタル信号と
なり，今まで音声のアナログ信号をディジタル信号に変
換，また逆変換するアナログディジタル変換機能はユー
ザ機器の中に組み込まれることになった。
　本稿では，今までの通信網における信号処理技術分野
を再考すると共に，今後どのような信号処理技術が通信
網に必要となるのか，また通信メディアの大半を占める
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音声について今後の一つの技術展開を考察してみる。

2．　通信網における信号処理技術の適用

　信号の定義はフランク著の「信号理論」　に記載されて
いる。すなわち「信号とは何等かの方法で物理的な系
の状態に関する情報を伝達する量である」と言われてい
る。信号処理とはその量に変換するために，その量の大
きさや性質を各メディアに適合し，かつ，ある目的を達
成するための信号に処理する技術と考えられる。この考
え方はあくまでも信号が人間あるいは機械にとって理解
し易くさせるための信号変換ということになる。
　シャノンは論文　 の中で人間の通信の中にレベル1
（Physics），レベル2（Semantics，Syntax），レベル3
（Pragmatics）の三つの階層をすでに提唱しており，現
在の通信技術レベルはたかだか通信シンボルを正確に授
受するレベル1に達しているにすぎないと金谷は指摘し
ている　。
　現在の研究ではこのほかに通信の最も好ましい情報の
中身はいったい何であるのかといった，中身の情報内容
までに立ち至っている。すなわち人間相互間の通信にと
って欠かせない情報はいったい何であるのかを探究する
こと，それが21世紀の知的処理技術と言われている。
日本音響学会誌で原島，森島らは「知的通信」　とは「送
信端と受信端あるいはネットワークが互いに知識を共有
し，通信路においては真に本質的な情報のみのやりとり
を，利用者に対してはその情報処理様式に最も整合した
インタフェース環境を提供する通信である。また，通信
技術と人工知能・知識処理技術とを融合させることによ
り人間主体の使い易いサービスを提供する通信である」
と定義している。この知的通信は人間の真の通信であ
り，21世紀で実現可能となると予想されている。
　このように通信における信号処理の定義を時代と共に
拡張しても構わないと思われる。ここでは以下に示すよ
うに四つの処理技術からなるものを信号処理と定義して
話を進めることとするが，状態処理は新たにここで提案
する技術であって，今後，通信にとって重要な技術とな
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ると予想される。
　①情報処理：情報を機械や人間相互間の伝達形式に合
致させるための処理。
　②状態処理：情報処理と信号処理の双方に位置し，よ
り自然性　利便性を高める状態情報を伝達するための処
理。
　③信号処理：狭義の意味での信号処理であって，物理
的な系の状態に関する情報を伝送路やその他の用途に適
した信号に変換する処理。
　④伝達処理：伝送路に整合した信号を遠隔地に伝える
ための処理。
　次に通信網　における処理体系について述べる。図－1
は人間と人間，あるいは機械と機械，又は人と機械とが
通信するための処理体系を機能別に表したものである。
すなわち，観測される物理量（音声，映像，文字，変
位）は電気的に変換した信号によって処理し易い形式に
変換される（変換器）。次に各メディア情報量や伝送容
量を考慮した符号復号化信号に変換され（符号復号器），
更に伝送路には伝送し易い波形に変換される（変復調
器）。これらの目的はより遠距離に信号を伝達させるた
めのものである。このようにして遠く離れた遠隔地に信
号を伝えることによって相互間の意思の伝達及び疎通が
図られる。
　通信網を構成する主な機能と上記の四つの技術とを分
類すると図－2に示すようになる。現在盛んに研究開発
されている帯域圧縮技術は信号変換機能に含まれるが，
前述したごとく通信における符号復号化の機能は網から
端末に移行され，時代と共に信号変換機能は通信メディ
ア変換機能と融合し，その境界は曖昧なものになりつつ
ある。すなわち，図－1のType AとType Bが融
合して信号の重要な特徴を抽出・強調し不要な情報を抑
圧・除去する研究開発がなされている。
　再度，ここで提案する信号処理での新しい分野は，話
者検出，話者認識，仮想共有空間生成等のための状態情
報を処理する技術であり，メディア信号のみの情報パス
とは別なチャネルあるいは同一チャネルに制御情報の授
受を行い，自然性豊かな利便性の高い通信を目指すもの
である。この状態処理技術について貝体的一例を節3．2

で述べる。
　一方，通信サービスの発展を考慮すると，図－3に示
すようにいつでもつながる電話を目指し全国ダイヤル即
時化を行った1979年，すなわち電話の充足が可能とな
った年でもある。この時点ですぐつながる通信として第
1の目的の意思の伝達がなされ，これを第1世代として
名付け，更に前述した知的通信を第3世代とするなら
ば，第2世代はいったい何であろうか？　これこそ，通
信網にとって重要であり，かつ人間との通信に欠かせな
い自然性・利便性のある通信を提供することではないだ
ろうか？　ここでは，このような単に情報信号だけでな
くより自然性豊かなかつ利便性を高める通信とするため
の技術屋開を以下に述べる。
　図－4は通信フェーズから見た技術展開を，図－5，図
－6は距離，効率，各メディアから見た技術展開を示し

図－ 1　通信網における信号処理機能の体系

図－2　通信網機能における信号処理技術の種類
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ので，前者が時間軸から見た考察であるならば，後者は
空間軸から見た考察に対応すると考えられる。
　2．1　通信フェーズから見た技術展開
　2．1．1　気の利く通信
　現在の音声ダイヤル（音声認識によるダイヤル番号検
出）技術は接続処理技術をより高度なものとし，利便性
の高い通信の一つとして期待されている。また，いつで
もどこでも通話できるパーソナル電話の開発も急ピッチ
で進んでいる。更に利便性を推進するためにも人間の習
性に合った通信方式の構築が重要となろう。送話者の種
類や送話者の話の内容種類を前もって伝える実現例とし
てはトーンリンガの音量や周波数を変化させ，少なくと
も緊急の内容なのか，又は大切な人からの電話なのか，
外線か内線かの情報内容を受話器を上げる前に知らせる
機能がある。すでにPBXサービスでは実現されている
ものもある。しかしながら，現在の電話通信方式は相変
わらず送話者優先の通話（受話者の意志に関わらず送受
話器をとらざるえない通信形態）となっている。通信す
る前に受話者の状態を送話者が予測できる通信技術が重
要となろう。受話者の状態（忙しいのか暇なのか）を常

図－4　通信手順から見た技術展開（時間軸）

図－3　通信の発展予測

図－ 5　距離・効率・多重化から見た技術展開

時，発声の特性の検出や画像による情報動作の検出を行
い，送話者が電話をかける前に，通話相手の受話者の状
態を送話者に対して伝えることが重要ではなかろうか。
その情報を状態情報として送話者に伝達し，通話を一時
断念するのか実行するのか送話者が判断できることも可
能となろう。これらの機能はプライバシーの問題に関わ
るが通信網の機能として今後の重要な一要素と考えても
よいと思われる。
　2．1．2　自然感あふれる通信
　音声の64kbpsの伝送速度は，前述したように今から
20～30年前に実用化されたPCM方式から起因してい
る。すなわち，0.3～3.4kHzの帯域の音声信号は8
kHzサンプリングで　  1aw振幅圧伸則で8bitディジ
タル信号に変換され，64kbpsで伝送される。しかしな
がら，64kbpsのディジタル伝送路により多くのアナロ
グ情報を伝送する音声コーデックの帯域圧縮技術や，ま
た0.3～3.4kHzのアナログ帯域の中でより多くのディ
ジタル情報を伝送するモデム変復調技術の進展は今の限
られた回線容量でより多くの情報を伝送したいという経
済的な要求に根づいている。また，これらの技術は何も
今の有線伝送方式だけでなく，限られた資源である電波
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の有効利用法が重要となるディジタル無線伝送方式や，
将来の人工知能の口となる音声合成用メモリ容量を低減
化させる技術（音声蓄積）にも適用される。
　電話の3.1kHz帯域の音声はとても自然性のある音
とは言いがたい。現在の帯域圧縮技術とディジタル伝送
技術を活用することにより，何等の困難を要さず高品質
音声伝送を実現できる時代となっている。更に，自然性
ある通信，すなわち臨場感通信を実現するためには単に
音声の帯域を広帯域化することでなく，何か補助的な信
号を付与することにより，より自然性あふれる通信が可
能となるのではないだろうか？　そのために図－4に示
した技術展開が必要となろう。本資料では具体的な一例
として技術レイヤの提案を節3．2で述べることとする。
　2．2　距離，効率，各メディアから見た技術展開
　どれだけ遠くに効率的に多量の情報を伝送することが
できるのか？図－5は距離・効率から見た技術展開を
示している。有線伝送方式　　  では主にメタリック伝
送，同軸，光ファイバ伝送方式があり，その用途によっ
て使い分けができる。今後もより経済性の点からこの種
の研究が必要となろう。また，無線伝送方式　　 では
有限である無線周波数の有効利用を目的として1Hz当
たりにどれだけの情報量を載せることができるのかとい
った技術や，定常的な安定度の高い通信を維持したり，
移動体でのあらゆる場所での可能な通信等の信頼性を高

める諸技術が重要となろう。また多重化技術は従来の
FDM技術からTDM技術また更にはマルチメディア
通信に適合するATM多重化技術と多重化効率を重視
して変遷してきた。今後なお一層，多重化処理時間の短
縮，各多重化段階でのコスト等の軽減，保守の充実等を図
ると共に今までの順次多重化系列ではない飛び越し多重
化もATM技術の確立と共に必要となると考えられる。
　次に現在の各通信メディア処理技術が人間にとってど
れだけ自然性を保つのに役立っているのかといった点に
ついて触れる。図－6に示したように画像と音声の帯域
圧縮技術　　  は盛んに検討されているが，自然画に対
する解像度の品質評価は未検討な部分が多く，更に今後
も重要となろう。一方，音声については，帯域7kHz
での肉声と符号化音声との比較法による主観評価試験結
果　 で100人のうち72人まで区別つかないことが明ら
かになっている。しかしながら，3.1kHz帯域の音声
を7kHz帯域音声と同程度の品質に変換できないもの
か？このようにすると今のアナログ網でも7kHzと
同程度の品質伝送も可能となるばかりでなく，3.1kHz
と7kHzとの同程度の品質の相互通信が可能となる。
また，音声だけでなく，画像でも詳細な画面が欲しいと
いう要求や特に多人数のテレビ会議などに見られるよう
なある画面の一部分の拡大縮小が自由に受信側で制御し
たい要求も出てくる可能性がある。
　このような同一通信メディア内の相異なる仕様の相互
変換通信技術がアナログ網が現存している限りは通信錮
に具備すべき機能となる。しかしながらこれも，ISDN
が全家庭に普及後は端末相互間での機能となり，網から
端末へこのような機能も移行してゆくことになるだろ
う。

3．　これからの音声通信システムの技術展開

　人間が外界から獲得する情報の大半が視聴覚によるも
のと言われている。その中で圧倒的な通信量を占め（通
信量の80％は電話），かつ通信の意思疎通を有効的論
理的に進めることができ，人間にとって汎用性の高い通
信メディアは音声である。更に音声サービスは電話機に
よる会話中心の通信から多地点臨場感通信，音質重視の
テレホンサービス等の多様な通信サービスヘ展開される
と予想される。このように単に意思を伝える音声通信か
ら自然性あふれる通信の実現に向けた考え方を以下に述
べたい。
　5．1　音声の高品質化
　人間の聴力と発声領域は周知のように人間の各個人に
よって異なるが大方の特性についてはすでにロビンソ
ン・ダットソンやフレッチャー・マンソンが行った有名
な実験結果がある　。人間の最小可聴限界曲線は年齢に
よっても異なり，かならずしも各個人が最小レベルの聴

図－6　各メディアから見た技術展開
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力を有しているわけではないが，大方10dBspl程度以
上の聴力を有し，100dBspl以上では精神的な苦痛を訴
える。また，人間の通常会話音声の発声周波数範囲及び
レベルは70Hz～7kHz程度，30～65dBsplと言われて
いる。音の明瞭度・迫力度を高めるため広帯域化を進め
る研究も発展するであろう。
　現実では，帯域圧縮技術面は3.1kHz帯域の　 law
圧伸PCM64kbpsや，勧告G.722の7kHz音声帯
域のSB－ADPCM　 64kbpsや，NTTが専用線サービ
スとして提供しているステレオ用の20kHz　2チャネル
帯域の圧伸PCM　 があり，更に現在，CCITTやISO
で帯域15～20kHzの符号復号化の研究が行われてい
る。これらの音の符号復号化技術について十分に実用化
段階にあると考えられる。
　5．2　臨場感通信
　一つのテーブルにあたかも出席者が着いたごとく異な
る対地の各通話相手を接続し，発声する場所から送話者
が今誰であるのかを容易に確認でき，現実の参集する通
常会議に一歩近づく通信システムを実現するには工学的
にどのような技術が必要であろうか？
　今から30年前，東北大の吉田らは「立体音の本質は
何か？」と題して品質の因子分析を行っている　。この
結果，方向性因子と残響感因子（背景因子）の二つの因
子が立体感に大いに寄与していると報告され，更に音を
忠実に伝送し再生する時間的構造と，方向性・残響感を
再生する空間的構造の伝送が必要となると指摘してい
る。
　図－7は音の通信に関する技術レイヤを新たに提案し
ている。レイヤ1は今までの音声通信の基本となる技
術，レイヤ2以上は第2章で述べた空間的構造を伝送す
るための状態処理技術である。すなわち，レイヤ2では
まず発声者がどこの方向から受聴できるのか，又はどこ
に送話者（音源）があるのかといった方向性のための技
術を表し，レイヤ3では一つの仮想共有空間を生成又は
再生するために背景音の処理技術を表している。これら
音像定位や帯景音処理はこの空間的構造の状態情報の一
つの処理技術である。音の通信情報として必要となるの
は単にレイヤ1だけでなく，今後はレイヤ2，レイヤ3
が関与することとなると思われるが，技術レイヤが高く
なるにつれて，通信情報から生成するものより受聴側で
の一体感を創成する状態処理技術が重要となると考えら
れる。
　現在では，音場制御の考え方に音源を自分のいる場に
自由に持ってくる方式1と受聴者が音源の場に出向いて
聞く方式2の二つの方式が提案されている。
　方式1は，受聴側で複数の発生音源を用意し，送話者
の音声とその複数の発生音源と対応させ，送話者識別信
号によって音像定位を制御する方式である　。この技術

は今後の複数対地の同時接続時の仮想共有空間生成（人
工現実感：virtual reality）に重要となると予想される
が，この送話者識別信号も前述の状態情報信号に含まれ
ると考えられる。
　方式1を通信会議に適用する場合の特徴を以下に述べ
る。
●多対地通信及び2対向のステレオ通信にも容易に拡張
することができる。
●受聴者側で自由に音源の位置を配置することができ
る。
●受信情報は一つの信号源（モノラル）でもよく，空間
的構造パラメータ（状態情報信号）を別途伝達し，あら
かじめ音場変化の情報を得ることができるのでエコー消
去の設計が容易。
●音源の位置推定技術　　 が重要となる。
　方式2は一般にトランスオーラルと呼ばれ，アタール
とシュレーダが提案　 したもので，現在多くの研究が発
表されている　。図－8にその方式構成図を示す。この考
え方は音源の場で左右収音した音と同じ条件を両耳に与
えるもので，受聴側で二つの拡声器から放射され，両耳
に達する音波を原音場と一致させるような処理（逆フィ
ルタ処理）を行う方式である。同方式は2チャネルステ

図－ 7　音の通信技術レイヤ
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図－8　トランスオーラルの方式構成図

レオと同様に音像定位処理と背景処理が同時に行われる
ため，レイヤ2とレイヤ3が縮退統合化していると考え
られる。通信においては対向通信や放送型通信での適用
が考えられる。
　方式2を通信会議に適用する場合の特徴を以下に述べ
る。
●左右チャネルの二つの伝送路を使用するので，通常の
2チャネルステレオの適用が可能。
●通話相手の音像が忠実に再現できるので，より自然的
な通信が可能。
●拡声系においては長遅延時間の適応フィルタ，逆フィ
ルタの畳込み演算処理が必要。
　なお，第2章で述べた状態処理が音の通信技術レベル
のレイヤ2や3の空間的構造の伝達に対応している。
方式1の多対地接続では網やノード装置で複数の話者の
同時制御処理法（レイヤ2）や端末では音像の背景処理
技術（レイヤ3）の確立が今後の課題となろう。このよ
うに音声や音楽における通信分野では未開拓の部分が多
い。

4．　ま　と　め

　以上，通信網における信号処理技術の一展開と将来へ
の新しい方向性について述べた。以下にまとめを述べ
る。
 （1）　信号処理には従来の情報処理，信号処理，伝達
処理の三つのほかに，今後はより自然性豊かな利便性の
高い情報を伝達するための状態処理技術が必要となる。
すなわち，通信フェーズから見た技術展開（時間軸），
通信効率及び各メディアから見た技術展開（空間軸）の
2軸考察を行い，具体的に①通話の前に受話者側の状態
を送話者に伝達する状態処理技術によって利用者の利便
性を高める気の利く通信の実現，②共有仮想空間を生成
するような自然感あふれる通信の実現，③低品質の音
声・画像信号から，より高品質な音声・画像信号を予測
によって生成する技術の達成等の課題が今後の状態処理
技術であることを挙げた。
 （2）　更に具体的に音の通信に関する技術レイヤを提
案した。従来の帯域，ダイナミックレンジの拡大の技術
開発を中心とした時間的構造の伝送から，共有仮想空間

を生成するための音像定位処理技術，背景音処理技術等
を対象とした空間的構造の伝送が重要な技術となること
を指摘すると共に，音の通信の空間的構造の伝送がここ
で提案した状態処理技術の一例に対応することを述べ
た。
　終わりに，世の中の通信メディアサービスがビジュア
ル（V），インテリジェント（Ⅰ），パーソナル（P）とい
ったVIPサービスに移行しつつある。音の通信の世界
も従来のハンドセット通話又は拡声通話の音の通信パス
の時代から，より自然性の高いサービスに移行してもよ
い時代が到来すべきと著者らは以前から考えていた。ま
た，そのような時代が来るのも近い将来のことと期待し
ている。
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