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元来アナログ信号である音響信号
をディジタル処理するには AD ／ D
A 変換が不可欠である．本誌では今
回から連載で AD ／ DA 変換機およ
ぴその周辺の信号処理技術に改めて
目を向けてみることにする．

1．音響信号のディジタル化
1．1 ディジタル信号処理の歴史
ディジタル信号処理の概念は 17 世
紀に発展した数値解析に端を発して
いるとみることができる。しかし，
ディジタル信号処理が今日隆盛を究
めるに至った原動力は第一が 1940，
50 年代のシャノンを中心とした情報
論の発展と電子計算機の実用化であ
り，第二が最近の LSI を中心とし
た半導体技術の飛躍的発展であると
いえる。とくにディジタル集積回路
の性能の向上と価格の低減には目を
見張らされるものがあり，好むと好
まざるとにかかわらずディジタル化
の波が押し寄せつつある。
オーディオの分野ではコンパクト
ディスクはソフト，ハードともすで
に広く普及し，業務用に続き家庭用
のテープレコーダー（DAT）も登場
し，また衛星直接放送や 8mm VT
R の音声系に PCM が導入された
り，ディジタル・シグナル・プロセ
ッサー（DSP）を使用した音場制御
等を目的とした効果用機器が出現し
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たりと，ディジタルオーディオもい
よいよ本格的な実用期を迎えようと
している。
音響分野へのディジタル信号処理
技術の導入は，電子計算機による信
号処理，アナログ処理，機器のディ
ジタル化および新しいディジタル処
理システムの構築に大別される。
これらはかならずしも歴史的な流
れに対応しているわけではないが，
当初は電子計算機による信号処理が
行われ，しだいに性能，操作性の向
上あるいは価格の低減を図った機器
単体のディジタル化が始まり，測定
および処理時間の短縮，新しい評価
パラメーターの柚出，あるいは将来
の活用を考慮してできるだけ生に近
い形でのデータの保存といった観点
から，新しい形の測定・処理システ
ムが生まれつつある。
電子計算機によるソフトウェア処
理は，音声の分析・合成の研究に早
くから使われていた。とくに 1965 年
に J. W. Cooley と J. W. Tukey
によって FFT のアルゴリズムが紹
介されると (1) ，音声の研究は飛躍的
な発展をとげた。
騒音制御や建築音響の分野でも電
子計算機を使った室内音場のシミュ
レーションや測定データの解析は
1960 年代から行われていた。とくに
FFT とディジタルフィルターは汎

用電子計算機のソフトウェア処理あ
るいは測定機器にハードウェア，マ
イクロプロセッサーの形で，盛んに
利用されている。インテンシティ計
測など一部では小型ロボットも導入
されている。
ところで，オーディオ分野で最初
にディジタル化が試みられたハード
ウェアは，ホールやスタジオで使わ
れる効果用機器で，遅延装置や残響
付加装置等が 1960 年代後半からアメ
リカやヨーロッパで相次いで発表さ
れた。信号伝送系のディジタル化は
放送中継，PCM 録音，測定データ
の収集等の業務分野で 1970 年頃から
始まり，当初はアナログ伝送路の陸
路を，ハードウェアの複雑化や価格
の上昇をある程度容認した上で，デ
ィジタル化して質の向上を図るとい
う形の導入が主であった。
一方，アナログ音響機器のハード
ウェア技術ははぼ飽和点に達してお
り，これ以上の向上をアナログ的手
法で追及すると，大幅な価格の上昇
あるいは重量や容積の増大を招き，
時代の流れに逆行する恐れもある。
これに対し，ディジタルハードウェ
アの性能の向上と価格の低下は当分
の間続くものと予想され，とくにコ
ストの大部分が開発経費である集積
回路は，大量使用により単価は大幅
に低下する。したがって，これから
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は高品質，低コストを追及した当然
の帰結として大量生産の期待できる
家庭用機器にディジタル技術が導入
され，さらにディジタル処理の特長
を生かした，新しい形の音響信号処
理が実用に供される時代となろう。
1．2 アナログとディジタル
アナログ信号とは時間，振幅方向
ともに連続した信号のことである。
これに対しディジタル信号とは時
間，振幅ともに離散的な信号のこと
をいう。ところでシャノンは信号の
単位時間当たりの平均情報量エント
ロビーより大きな伝送容量を持つ伝
送系を使えば，あいまい度を限りな
く小さくしうる符号化法が存在する
ことを明らかにしている (2 )。音響分
野で扱う信号は当然アナログ信号で
ありそのエントロビーは無限大であ
る。誤りない伝送をするには無限大
の伝送容量を必要とする。しかるに
現実のハードウェアはかならず雑音
が存在し，伝送容量は有限である。
したがって，アナログ伝送・処理さ
れた信号には雑音，誤差が加わり，
あいまい度を含むことになる。すな
わち信号は多かれ少なかれ伝送過程
で劣化する。
これに対し信号をディジタル化す
ると，そのエントロビーは有限な値
となるので，伝送容量の有限な現実
の機器を使用しても劣化のない伝送
・処理が可能である。
けっきょく質の点から見たディジ
タル信号処理導入の採否は，アナロ
グ処理による信号劣化の総量とディ
ジタル化の際生じる信号劣化との比
較により決定すべきものといえる。
また，音響測定等においてもアナ
ログでは質の高い処理を行うには熟

図1

ディジタル信号処理の流れ

練を要するのに対し，ディジタル信
号処理では誰が何時行なっても同結
果が期待できるという特長もある。
1．3 標本化と補間
図 1 にアナログ信号のディジタル
化さらにアナログへの復元過程と各
部の波形を示す。アナログ信号をデ
ィジタル化するには標本化と量子化
の操作が必要である。ディジタル化
されたアナログ信号は DA 変換した
うえ補間フィルターを経てアナログ
信号にもどる。
一般に音響信号の周波数帯域は有
限であるから，標本化定理に基づき
情報の欠落のない標本化が可能であ

る。標本化された標本値の列を時系
列と呼ぶ。
帯域 1 /(2T )[Hz] の信号 x(nT ) は
時系列 x(nT ) を使って

sin π (t − nT ) / T
π (t − nT ) / T
と書くことができる。この式は 1 /
(2T )[Hz ] に帯域制限された原信号
[Hz] が，時系列x(nT ) を帯域 1 /(2T )
∞

x(t ) = ∑ x(nT ) ⋅
−∞

x(t ) の理想低域フィルターに通すこ
とにより再現されることを示してい
る。これが標本化定理である。
時系列からアナログ信号を再現す
るには，理論的には標本値に比例し
た幅のないパルス列を理想低域フィ
ルターで補間する。このとき幅 τ の
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保持効果

パルスを使うと，たとえば純音 x(t )
= cos 2πft に対して復元出力は

τ
τ sin τπf

⋅
cos 2πf  f − 
T τπf
2

となり，τ / 2 の時間遅れと高域の減
y (t ) =

衰が生ずる。これを保持効果（図 2）
と呼ぶ。時間遅れは問題とならない
が，高域の減衰は DA 変換器の後に
設けるアナログゲートでパルス幅を
細くするか，フィルターで補正する
かの対策が必要となる。
1．4 量子化とディザの導入
一方，量子化は連続分布する標本
値を離散的な値で表現する操作であ
る。図 3 に一様量子化の例を示す。
a はミッドライザー型，b はミッド
トレッド型とよばれている。今量子
化器に小振幅の正弦波入力が加わっ
たものとしよう。ミッドライザー型
では振幅が ∆ 以下であるとどのよう
な振幅に対しても振幅 ± ∆ / 2 の方形
波が出力されてしまう。またミッド
トレッド型では逆に振幅 ± ∆ / 2 まで
は量子化出力はなにも現れない。何
れにしても入力と量子化出力は大き
く異なる。この差が量子化雑音とよ
ばれ，量子化による信号の劣化，情
報の欠落は不可避である。
広帯域音響信号の量子化では多く
の量子化ステップの間を素早く行き

b) ミッドレッド型

a) ミッドライザ型

図3

一様量子化特性

来するような入力信号に対しては，
量子化雑音は入力とは無相関な白色
性の雑音となる (3) 。しかし，入力レ
ベルが低く量子化ステップ数が少な
い信号，あるいはたとえ入力レルベ
が高くとも，ごくゆっくり変化する
信号に対しては，量子化雑音は入力
と強い相関のあるひずみとなる。
量子化雑音を白色化する目的で，
図 4 に示すように信号にディザと呼

図 6 は振幅 ∆ / 2 の正弦波を量子化
したときの時間領域の波形(A)と信号
の周波数を 1kHz，標本化周波数を
40.96kHz としたときの量子化出力の
周波数スペクトルをコンピュータシ
ミュレーションにより求めたもの(B)
である。
a はディザ無，b は ± ∆ / 2
のディザを重畳，c は量子化後にデ
ィザの減算を行ったものである。
ディザが無いと正弦波を入力した

図4
ディザの
重畳と減
算

ばれる確率変数を重畳したうえで量
子化する手法が知られている (4),(5) 。
理論的には量子化ステップ幅 に一
様分布する，雑音のような信号，確
率変数を量子化に先立ち信号に重畳
し，量子化された信号から同じディ
ザを引き去ることにより，量子化雑
音を幅 ∆ に一様分布する電力 ∆2 /12
の白色性雑音とすることが可能であ
る。
図 5 にミッドライザ型量子化で，
a はディザ無，b は ± ∆ / 2 ，c は ± 2∆
の一様分布の擬似ランダム系列をデ
ィザとしたときの，入出力特性と量
子化雑音を示したものである。

にもかかわらず，あたかも方形波が
入力された形となり，奇数次の高調
波が生じ，標本化周波数の1/2を超え
る成分は折り返される。帯域内の量
子化雑音電力の総和は ∆2 /12 とな
る。
ディザを重畳しただけで減算を行
わないと，量子化された波形は入力
正弦波とは大幅に異なり，量子化雑
音は入力正弦波とある種の相関があ
るが，スペクトル分布を見る限り量
子化雑音は白色化されている。量子
化雑音電力の総和はディザを加えな
い場合の 2 倍 ∆2 /6 となる。
ディザを減算すると，量子化され
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図6
図5

正弦波の量子化

ディザの分布と量子化出力，量子化雑音の関係

た波形は入力の正弦波に一定振幅の
雑音が重畳された形となる。量子化
雑音は加えたディザと同様の一様分
布となり，量子化雑音電力は重畳し
ただけの場合に比べて半減し，ディ
ザの無い場合と等しい ∆2/12 となる。
すなわち量子化雑音は増えずに入力
信号と相関のない白色性の雑音に帰
着しうると言うことである ( 6),( 7) 。
2．AD ／ DA 変換系の構成
AD ／ DA 変換器にはさまざまな
方式があるが，最近低ビット高速標
本化の Σ∆ 型 AD ／ DA 変換器が盛
んに使われるようになってきた。量
子化器を帰還ループの中に設け量子
化雑音を高域に集中させる考え方自
体は新しいものではないが，精度を
時間軸に取ることによって LSI 化
が容易である。この形の変換器には

通常のディジタル信号に変換するデ
シメーション処理にディジタルフィ
ルターが使われている。
アナログ信号のディジタル化には
前述のように標本化と量子化の操作
が必要である。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
れがちであるが実は両者は密接に関
連している。したがって量子化ステ
ップ数が十分に大きいか的確なディ
ザが重畳減算されている場合には，
量子化雑音は入力信号と無相関な白
色性の雑音となり，その電力は量子
化ステップを ∆ とすると ∆2/12 とな
る。すなわち，標本化周波数を高く
設定すれば，所望帯域内の量子化雑
音は減少する。本誌に以前にも述べ
たように，原理的にはたとえ 1bit
であっても 100dB 以上のダイナミッ

クレンジを確保することも可能であ
る( 7),(8) 。現実には標本化周波数が
GHz のオーダーとなりハードウェア
化は難しい。何等かの方法で量子化
雑音の分布を高域に集中ることが
できれば現実的な標本化周波数で帯
域内で十分なダイナミックレンジを
確保することも可能なはずである。
たとえば後述の Σ∆ 変調を導入する
と，量子化雑音の総電力は増える
が，その分布が高域に集中し，低域
の成分は低減する。
図 7 に代表的な AD ／ DA 変換器
の構成例を，図 8 にその周波数スペ
クトルを示す。DAT や衛星放送で
使われている 48kHz 標本化，16bit
量子化系を例に説明すると，(1)は古
くから使われている基本的な方法
で，アナログフィルターで帯域制限
をしたうえサンプルホールド回路で
48kHz で標本化し 16bit の AD 変換
器で量子化する。復調時には 48kHz，
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16bit で DA 変換しアナログゲート
等でパルス列（PAM 波）を作り，ア
ナログローパスフィルターで補間を
行う。折り返し雑音の影響を避ける
ために，アナログフィルターに急峻
な遮断特性を要求され，一般に 10 次

図8

変換方式と周波数スペクトル
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各種の AD ／ DA 変換方式

以上のチェビシェフ型のフィルター
が使われるが，波形伝送や音質が問
題にされることが多い。
(2)はいわゆるオーバーサンプリン
グ方式と呼ばれる手法で，AD 変換
を所定の標本化周波数より高い（一
般に正数倍）周波数でディジタル化
し，ディジタルローパスフィルター
で帯域制限を行ったうえデシメーシ
ョン（間引き）処理により 48kHz，16
bit に変換する。復調時には反対に
ディジタル補間フィルターにより，
たとえば 4 倍のサンプリング標本植
列をつくり高い標本化周波数で DA
変換しようとするものである。この
方法では高い標本化周波数で動作す
るので，アナログフィルターは低次
の緩やかな遮断特性で十分であり負
担は大幅に軽くなる。また 16bit 以
下の精度の量子化器を使用すること
ができるし，16bit の量子化器を使
用した場合には標本化周波数に応じ

た分だけ量子化精度が向上する。C
D プレーヤー等に 2 ないし 16 倍のこ
の方式が広く使われている。
(3)は量子化器を帰還ループの中に
設けることにより量子化雑音に微分
特性すなわち高域上がりの特性を与
える Σ∆ 方式，ノイズシェービング
方式と呼ばれる変換方式である。標
本化周波数を高く設定することによ
り少ないビット数により十分なダイ
ナミックレンジが得られる。一般に
標本化周波数は(2)の場合よりも高く
設定されるのでアナログフィルター
の負担はより軽くなる。またサンプ
ルホールド回路を省略できる場合が
多い。
フィリップス社では，初期の CD
プレーヤーに 14bit DA 変換器と 4
倍 176.4kHz 標本化によるこの手法を
採用した。最近は 1bit DA 変換器
と 1.12MHz による構成も実現してい
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る。
ところで(1)(2)の変換にはほとん
どの場合逐次比較型あるいは，積分
型の AD 変換器やラダー抵抗型あるい
はダイナミックエレメントマッチン
グ型や積分型の DA 変換器が使われ
る。これらの変換器が抵抗やコンデ
ンサーの充放電の精度に頼っていた
のに対し，Σ∆ 方式ではIC化に適
した時間軸の精度を利用した低ビッ
トの量子化器が使われることが多
い。
3．む

す

び

連載企画「AD ／ DA 変換技術」
の第 1 回として AD ／ DA 変挽の基
礎的事項と，各種の AD ／ DA 変換
方式について概説した。次回以降そ
れぞれの変換方式について詳しく解
説する。
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