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概要： 本研究室では音を記録する手段として高速 1bit 符号化を長年利用している。本研究は、携帯端末の性能向上

と無線 LAN の技術開発が進み無線 LAN の伝送環境が整ってきたことに注目し、無線 LAN を利用して高速 1bit 信号

を伝送するシステムを構築し高速 1bit 信号の利用環境の向上・拡張することを目的としたものである。また無線伝送

を利用した高速 1bit 信号の配信等、高速 1bit 信号の新たな利用法も提案できる。携帯端末を利用した無線 LAN 伝送

システムの構築、さらにネットワーク 1bit 再生機を試作・検討し無線伝送により高速 1bit 信号の利用環境改善につい

て提案する。 
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1. はじめに 
本研究室では音を記録する手段として高速 1bit 符

号化を利用し、録音、音響測定等に活用している[1]。
一般に録音や音響測定をする際には配線を施さな

ければならなく測定準備に時間がかかるとともに、

測定場所にも制約が生じる。また、収録ではケーブ

ルや収録機器が視覚的あるいはその存在自体から

演者の妨げともなっていた[2]。本研究ではこの高速

1bit 信号を無線伝送することでこれらの問題を解決

するとともに様々な環境下での音響測定、音の配信

に応用する。例えば、音環境デザイナーはオープン

後の商業施設の音の調整が重要と述べている[3]が、

オープン後の人がいる中の音響測定では配線に煩

わされず様々な地点で測定できる無線方式が有利

である。また、無線伝送を音の配信に用いれば自由

度の高い放送システムを構築することも可能であ

る。このように高速 1bit 信号を無線伝送することで

利用の幅が格段に広がると期待できる。 
本研究では、携帯端末を用い高速 1bit 信号を無線

伝送するシステムを構築した。さらに、高速 1bit 信
号でスピーカを直接駆動することにより、アナログ

IC やパワーアンプを用いない全ディジタルの構成

で携帯端末から無線 LAN 伝送された高速 1bit 信号

の再生を検討した。 
 

2. 高速 1bit信号 
 一般に音響信号のディジタル化において標本化

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、実際

には標本化周波数と量子化ビット数は密接に関係

しており両者の積の伝送容量が重要である[4]。高速

1bit 信号処理は量子化ビット数を極限まで小さくと

った方式であり、1bitA/D 変換器の出力をそのまま

ディジタル信号として扱うことにより簡素な処理

系を実現する。高速 1bit 信号はマルチビット方式と

比較するとビットが個々の独立した符号であり重

みが等しいため、伝送時の符号誤りの影響が小さい。

また、マルチビット方式では必要とされる語同期が

必要ない[5]。このため高速 1bit 信号はディジタル伝

送に適していると言える。 

 

3. 無線通信環境とネットワーク 
無線通信環境の発展も著しい。小規模な環境下の

無線通信手段として Bluetooth、IrDA、無線 LAN の

3 種類があげられる。これらの無線通信規格を比較

検討し通信速度や昨今のオーディオ業界でのネッ

トワーク利用環境を考慮した結果、無線 LAN を採

用することとした。 
ネットワークで IP パケットをやり取りする際に

必要とされるのがプロトコルである。主に利用され

ているのが TCP (Transmission Control Protocol) と
UDP (User Datagram Protocol) であるが、本研究では

UDP を利用することとした。UDP は送達確認など

を行わずパケット紛失が起こりうるが、データ比率

が高まり高速伝送が期待でき、音声信号の伝送には

適しているとされる。また、UDP ではマルチキャス

トやブロードキャストも定義されており、複数の宛

先への配信を考えた際にこのプロトコルは有用で

ある[6]。 



 
 

4. iPhoneを利用した高速 1bit信号の無線伝送 
 高速 1bit信号の無線伝送を iPhoneを用いて検討し

た。本システムの構成を図－1 に示す。 
 iPhone の Dock コネクタから出力できるディジタ

ルオーディオデータは 44.1kHz (48 kHz) / 16bit のリ

ニア PCM に限られる。そこで 44.1kHz / 16bit の WAV
ファイルに 1.4MHz / 1bit の高速 1bit 信号をのせ

iPhone からディジタル出力できる形式で無線 LAN
伝送した。伝送には無線 LAN を介してオーディオ

ファイルを送信する iPhone アプリを開発し、利用し

た。最後に、受信側 iPhone から I2S フォーマットで

出力された音声信号を CPLD を用いた回路でデータ

の順番を並び替え 1bit ずつ出力することで高速 1bit
信号を出力させた。 
 また、受信側同士で最大約 155ms の差が発生する

ものの複数台同時受信を確認できた。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－1 iPhone同士の高速1bit信号伝送システム構成 
 

5. ネットワーク 1bit再生機の検討 
 ネットワークから受信した高速 1bit信号を直接再

生するネットワーク 1bit 再生機を検討した。本再生

機の構成を図－2 に示す。 
 実際に送信から受信までの手法は、 
(1) iPhone アプリから高速 1bit 信号をネットワーク

1bit 再生機の IP アドレス宛に送信 
(2) ネットワークコントローラ WIZ812MJ が指定さ

れたポートの受信データをバッファへ書き込む 
(3) CPLD を用いて WIZ812MJ のバッファ内の 1bit

データを読み出す 
(4) 受信したデータのサンプリングレートにあわせ

て CPLD が高速 1bit 信号を出力 
(5) CMOS インバータを介し、スピーカを高速 1bit

信号で直接駆動する 
である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－2 ネットワーク 1bit 再生機の構成 
 
この再生機は送信から受信まですべて高速 1bit 信

号を用いる。このため低消費電力・簡素な回路を設

計することが可能である。また、信号を直接扱うこ

とができるので iPhone 同士のシステムではできな

かった 5.6MHz など高い標本化周波数の高速 1bit 信
号を伝送できる。この回路を利用することで入力し

た高速 1bit 信号の送信にも応用することが期待でき

る。 
 

6. むすび 
本研究では携帯端末を用いて高速 1bit 信号を無線

伝送することを提案した。一般に広く使われる無線

方式を利用したことから容易な 1bit 伝送環境を構築

でき、より手軽な音響測定やコミュニケーション・

エイドとしての利用が期待できる。 
実験中に無線 LAN のトラフィックが多いときに

伝送速度が低下する事象も見受けられた。新規格で

ある IEEE802.11n では改善されるのか検証する必要

がある。 
今後は本システムだけで録音ができるように仕

上げるとともに複数個利用することでマルチチャ

ンネルに対応できるように拡張していく。 
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