
　連載技術講座

音響におけるディジタル技術入門③
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　1．音響機器へのディジタル技術の導入

　2回にわたりディジタル技術の基礎，音響測定へのデ
ィジタル技術の導入について述べてきたが，今回は最終
回として音響機器へのディジタル技術の導入ということ
で，その現状と可能性について考えてみよう。
　図1に現在広く使われているプログラムソースである
ディスクレコードの収音から再生までの大まかのブロッ
ク図を示す。このうち実際にディジタル技術が信号系へ
導入されているのは日本コロムビアによるマスターテー
プレコータのPCM化と，調整卓の付加機能としての遅
延装置程度である。
　最近数社より発表されたビディオデャスクを利用した
音楽用の“PCM ディスク”は従来のレコード盤そのも
のへのディジタル技術の導入を試みたものであるといえ
よう。
　また，本格的にディジタルで構成した調整卓の試作も
報告されている。
　一方，ディスクレコードと並んで大きな位置を占める
プログラムソースである放送についても，英国のBBC
では“PCM リソク”と称する局間中継のほか中継車と
キーステーショソの中継もディジタル信号で行ってい
る。占有帯域等問題はあるが技術的にはPCMによる一
般放送も可能である。
　さらにマイクロホン，アンプ，スピーカ等のディジタ
ル化も各方面で検討されている。音響機器へディジタル
化にあたって重要なことは，どの部分をディジタル化す
るかではなく，どの範囲をディジタル化するかという点
である。すなわちA/D，D/A変換を繰り返す度に信号
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が劣化するのでディジタル化した信号は最後にアナログ
に戻す。つまり　A/D，D/A変換は原則として一度ずつ
に留めるべきである。以下個々の音響械器の各種機能の
ディジタル化について考えてみよう。

　2．　調　整　卓

　調整卓に要求されるいくつかの機能のディジタル化に
ついてふれるが　，これらは何も調整卓に限定されるも
のではなく音響信号のディジタル処理に広く導入可能で
ある。
　2．1　ミキシング
　ディジタル演算において　ビット同志をオーバーフロ
ーなしに加算するには　　　ビットが必要である。とこ
ろで第１回1．2でふれたようにディジタル伝送系のダイ
ナミックレンジは量子化ビット数で決まる。いまコンピ
ュータとのインターフェースも考え１チャンネル16ビッ
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図2　32チャンネル（16ビット/チャンネル）ミキシング
　　　　装置のブロック図

図1　地酸くレコードの集音から再生まで
　　のブロック図
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ト（正弦波に対し97.8dB ダイナミックレンジ）とする
と，32系統の信号のミキシングをオーバーフローなしに
行うには　　　　だから，ミキシング後のビット数は16
＋ 5＝ 21必要となる（図2）。
　ところでミキシングを行う際，各チャンネルの標本化
周波数と転送タイミングは一致している必要があるの
で，各入力ポートは信号（16）と1～ 2のハンドシェー
クラインで構成される（図3）。

　2．2　ボリュームコントロール（フェーダー）
　各系統毎や全体のレベル調整のための機能である。図
4はディジタル信号のビットを上位および下位方向へず
らした（シフトした）ときのレベルをdBで表示したも
のである。１ビットシフトすると6dBの変化が得られ
る。6dB ステップで構わなければこのままでよいが，
より細いレベル調整やフェードイン，アウトには，シフ
トした信号同志の演算（加，減等）を行うか，係数との
ディジタル乗算を行えばよい。
　例えば原信号（OdB）から4ビット下位方向ヘシフト
した信号（－24dB）を減ずれば原信号に対し-0.56dB
のレベルの信号が得られる。表1は原信号と加，減等で
得られるレベルをシフト数に応じて示したものである。
これらの組み合わせにより任意のレベルを得られ，さら
にこれを時間的に制御することにより任意のステップに
よる任意の速度でのフェードイン，アウトの機能の実現
が可能である。
　2．3　遅延装置
　遅延装置（ディレイマシン）
は最も早くディジタル化され
た機器で，独立した装置とし
てすでに数多くのものが市販
されている。これは従来のテ
ープ式遅延装置に比較して，
ディジタルでは音質劣化がな
くしかも可動部分のない，保
守性に優れ，信頼性の高い装
置が容易に得られるからであ

図4　ビットシフトおよびディジタル
加減算器によるレベル変化

図5　RAM（Random Access Memory）を使った
ディジタル遅延装置のブロック図

図3
　入力ポー
　トの構成

表1　各種の変調方式の比較
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ろう（図5）。
　標本化周波数を50kHzとすると，　 段のシフトレジス
タにより　　　  の遅延が得られる。すなわち1,000
段で20msである。すでに１チップ（16ピン）で16k
ビットのRAM が入手できるので秒の単位の遅延も容易
である。
　2.4　フィルタ，イコライザ（ディジタルフィルタ）
　アナログフィルタによるフィルタ，イコライザの機能
のディジタル化である。前回も述べたようにディジタル
信号処理は時間，振幅とも離放的な処理であり，特にフ
ィルタは多くの点でアナログとは概念を異にしている。
ディジタルフィルタの特長は，
　（1）演算により動作が定まるので，アナログフィルタ
　　で問題となるドリフト，素子偏差，経年変化等によ
　　り生ずる誤差がない。
　（2）演算精度を上げることにより，原理的にはいくら
　　でもフィルタ精度が高くなるので，超低周波や，
　　の高い複雑なフィルタの実現も可能である。
　（3）使用する素子の演算速度が速ければ，素子を時分
　　割使用することが可能となり少ないハードウェア負
　　担でフィルタを構成できる。
等である　。反面，アナログでは極く簡単に実現できる
特性を構成するのに複雑な演算が必要な場合もある。
　図6にハードウェアによるディジタルフィルタの一般
的構成を示す　。詳しいことにはふれないが，このフィ
ルタの伝達関数　　　は，

……………………（1）

となる。ここで　　 は段の遅延を意味する。（1）式の
　　 の定め方によって，低域戸波，高域戸波，帯域戸
波，帯域阻止等のフィルタ，特殊な場合として発振器を
も構成することができる。
　（1）式で全ての　　 の場合，帰還がなくなるので非巡
回形フィルタ，少なくとも一つの　 が0でなければ巡
回形フィルタとよぷ。一般に非巡回形フィルタは急峻な
遮断特性は特にくいが，一定の遅延を持つだけの直線位
相特性を実現しやすい。逆に巡回形では急峻なフィルタ
が低い次数で実現できるが位和特性は乱れがちである。
　2.5　演算素子と制御素子
　以上述べたような各種のディジタル処理を行う方法と
しては専用ハードウェアによる方法，ソフトウェアによ
る方法，両君を併用する方法がある。広帯域の音響信号
のリアルタイム（実時間）処理をソフトウェアだけで行
うのは現段階ではむずかしい。従ってTTL等の高速演
算素子を用いてディスクリートに構成するか，ミニコン，
あるいは高速マイクロプロセッサと専用の演算用素子を
組み合わせて構成する。特に最近の乗除等や浮動小数点
の演算素子の処理速度と分解絶の向上には目ざましいも
のがある。16ビット×16ビットの乗算が100ns以下で
行える素子もあるので相当複雑なディジタルフィルタが
少ない素子数で実現可能である。
　一方，最近では8ビットマイクロプロセッサですらプ
ログラム制御のもとで16ビットの音響信号のとり込みが
可能である。図7に一般的な8ビットマイクロプロセッ
サ，インテル 8080A系，モトローラ 6800系，ザイログ
Z80系の各プロセッサについての16ビットAD変換器
からメモリーへのデータの取入れプログラムおよび処理
時間を示す。さらに16kバイト×4ページの大容量メ
モリーへの伝送を行う場合についての処理も併記してあ
る。なお 8080A についてはクロック周波数が標準の2
倍の4MHz，6800についても倍の2MHz，Z80につ
いては1.6倍の 4MHzの高速形も発表されているの
で，高速形の素子を用いればその分だけ処理速圧を高上
させることが可能である。

　3.　記録部（PCMレコーダ，PCMディスク）

　音響信号の伝送系において，ダイナミックレンジ，直
線性，変調雑音，転写，経年変化等々の理由によりト
プレコーダが隘路になっていることは良く知られてい
る。このテープレコーダのもつ記憶という機能のディジ
タル化について考えてみよう。
　ディジタル信号の記憶にはコンピュータでは半導体，
磁気コア等の主記憶装置と大容量の記憶用に磁気デイス

図6　ディジタルフィルターの一般的構成
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図7
　A/D変換機と
　マイクロプロ
　セッサのイン
　ターフェース
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ク，磁気テープ等が用いられる。アクセスや信頼性の点
では可動部分のない半導体，コア，バブルメモリ等がは
るかに有利であるが，半導体等のメモリの集積度がかな
り向上した現在でも，長持問の音響信号の記録は磁気デ
ィスク，テープに頼らざるを得ない。
　アナログ信号をAD変換して電子計算機に直接入力し
たり，外部記憶装置である磁気ディスクや磁気テープ装
置に記録するデータ収集装置はかなり以前から特に音声
信号の研究に使われていた。純粋に広帯域音響信号の記
録をディジタル化した専用のテープレコーダ，いわゆる
PCMレコーダは1969年工業用VTRを使用したものが
NHK技術研究所で試作され，1970年には日本コロムビ

アがNHKの 2チャンネルPCMレコーダを使ってレコ
ードを発売，さらにコロムビアでは1972年に放送用ロー
バンドVTRを利用した8チャンネルのマスターレコー
ダを開発，以後互換性のあるポータブル機により海外録
音等も行われている。一方，一般家庭の再生用として昨
年オーディオ・フェアでソニーから家庭用VTRを利用
したPCMアダプタ，三菱から　インチテープによる固
定ヘッドPCM レコーダが発表され，今年は各社からV
TR を利用したものや固定ヘッド形等数多くのレコーダ
が発表されている。
　さらに最近ではビディオディスクの技術を応用した再
生専用のいわゆる“PCM ディスク”の発表が数社から

図8
　NRZI (Non-Return-to-
　Zero Inverted),
　PE (Phase Encoding),
　MFM (Nodified Fre-
　quency Modulation)
　3PM (3Position Modu-
　lation)の書き込み波形
　と符号化規則
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図9　1600 BPI MTを用いた2チャンネル
                ディジタル記録装置

表2　ビットシフトおよびシフトした信号との
　　　　　　 加減算により得られる減衰量

図10
　日本コロムビアDN-034R型
　PCMレコーダのブロック図
　および伝送波形
　（日本コロムビア技術資料より転載）
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↑↑↑↑↑(a) ブロックダイアグラム

←←←←←(b) 伝送波形
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相次いで行われた。PCMレコーダがテープレコーダを
ディジタル化したものであるのに対し，PCMディスク
は文字どおりディスクレコードのディジタル化である。
VTRを利用したPCMレコーダがそうであったのと同
様にPCMディスクでは，ビディオディスクでつちかわ
れた広帯域のビディオ信号記録のノウハウを音響信号に
利用したものである。ディスクレコード同様プレスによ
る大量複製が可能であるため，近い将来高忠実度プログ
ラムソースとして定着する可能性も大きい。ただここで
問題となるのは一つは第１回にも述べたように情報論的
には100チャンネル以上の容量をもつ媒体をどう利用す
るかの規格の問題，もう一つは半導体メモリや磁気バブ
ル等の可動部分のないメモリ素子の急速な発展に伴いこ
れら素子による“固体レコード”の実現前に前述の規格
統一を行った上，ソフトおよぴハードウェアの供給体制
が整うか否かであろう。
　表2は各種のディジタル記録の変調方式を比較したも
のである。変調方式の選択にあたっては最小反転間隔が
長く，変調効率が高く，できれば直流およびナイキスト
周波数にスペクトル分布のないことが望ましい。最終的
には，使用する記録，再生系で誤り率を最小にする方式
を選択すべきである。
　磁気テープやビディオディスクのような記録媒体では
ドロップアウトやキズによる符号誤りが　　　　　程
度発生する。誤りの検出・訂正は高品質再生には不可欠
用である。誤りの検出・訂正は一般に信号の他に検出・
訂正の符号(冗長ビット)を付加して行う。最も簡単な誤

り検出は良く知られたパリティチェックがある。これは
あるブロックの情報中の“0”または“1”の数が偶
（奇）数になるように1ビットの冗長ビットを付加する方
法である。パリティチェックにより1ビット誤りはすべ
て検出されるが，偶数ビットの誤りは検出できない。見
かたを変えるとパリティチェックでは単に情報ブロック
を2で割り余りをチェックビットに用いたが，これを少
し復雑な数（2進では多項式）で割った余りを冗良ビッ
トとするのが計算機のMTや最近のPCMレコーダに使
われているCRC（Cyclic Redundancy Check）で誤りの
検出もれは多項式の次数を　 とすると　　となり，大
幅に検出能力が増加する。
誤りの検出は比較的容易であるが，一方誤りの訂正符

図11　ソニーPCMオーディオユニットの
　　　　　　　　 ブロックダイアグラム

図12
　三菱電機・ティア
　ック・東京電化に
　よるPCMレーザ
　ーサウンドディス
　クプレーヤの構成
　（発表会広報より
　転載）
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号はひとすじなわではいかず，いくつか提案されている
が，かなり複雑な符号生成と多くの（情報の倍程度）冗
長ビットを要する。
　いずれにしても，何度複製しても音質劣化がないPC
M レコーダ本来の特長を生かす研究，業務用レコーダに
は誤りの非常に少ない記録媒体を用いて簡単な検出を行
うか，高度の誤り訂正符号を用いる必要がある。一方，再
生専用のPCM ディスクでは簡単な検出と平均値補間，
前値ホールド等の誤り補正で聴感上十分といえよう。
　一方変調波の再生波形のエンベロープや，MFM の規
則制等からもドロップアウトや誤りを検出することが可
能であり，CRC等による検出と良く一致するので，こ
れらの信号が使える場合には，符号による誤りの検出・
訂正と組み合わせることにより，効率を上げることがで
きる　。
　図8に計算機で使われる800 BPI（ビット/インチ）
のNRZI，1600 BPIの PE（Phase Encoding），
6250 BPIの GCR（Groop Coded Recording）の記
録形式を示す。1600 BPI では１m/sで１チャンネル，
6250 BPIでは38 cm/sでステレオの記録も可能であ
る。
　図9に1600 BPIの可搬形MT装置で構成したPC

Mレコーダのブロック図を示す。
　図10に日本コロムビアのPCMレコーダDN－ 043R
のブロック図，図11にソニーのPCMオーディオユニッ
トPCM－ 1，図21に三菱・ティアック・東京電化によ
るPCM レーザーサウンドディスクのシステム構成を示
す。

　4．増　幅　器

　ディジタル段でのレベルの増減は 2.2の手法で可能で
ある。ここではD/A 変換器とアナログ電力増幅器を使
わずディジタル信号で直接スピーカを駆動するPCM －
PWM電力増幅器の構成およぴタイミングを図13に示
す　。電源用スイッチングレギュレータと同様の考え方
で13ビットのディジタル化された音響信号を符号と
　　　　　 に分け，トランジスタスイッチにより電源
をスイッチングして1：64 の電圧比をもつ二つの標本化
周波数のPWM 波を作り，ローパスフィルタを介してス
ピーカを駆動するものである。これはあくまでもPCM
信号をアナログに戻すことなくモニターする目的で構成
したものであるが，最近，電源利用効率の高さに注目し
て小型軽量化を図ったアナログ入力の独立したPWM ア
ンンの製品化の例も見られる（図14）。

図13
13ビットPCM-
PWM電力増幅器
のブロック図

図14　ソニーTA-N88PWMパワーアンプの構成（発表会技術開設資料より）
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　　5．　む　す　び

　以上，音響機器それも信号系へのディジタル技術の導
入について述べたが，導入にあたっては冒頭にもふれた
ようにディジタル化をまずどこから行うか，そしてそれ
をどこまで拡げるかを十分検討する必要がある。くどい
ようであるが，断片的に思いつくところのみ，あるいは
標本化周波数や量子化特性の異なる既製の機器を組み合
わせA/D，D/Aを繰り返したのではディジタル化の特
長は生かされないばかりか，弊害を生みかねない。全シ
ステムとしての最適設計がなされて，はじめてディジタ
ルのもつ特長である安定した正確な処理が達成しうるも

のである。
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