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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 信号を利用し、録音、音響測定に応用している。有形・無
形文化財の保存・継承，文化の多様性の確保に資する技術として“あるがまま”伝送することを目指しているが、ケ

ーブルや収録機器がその妨げになっている。一方、近年視覚情報を表示する優れた光源としてレーザへの期待が高ま

っており、映像信号だけでなく音響信号のプロジェクションも重要性を帯びてきた。本研究ではこれらの問題を解決

し、あるがまま保存、あるがまま再生する手法として、高速 1bit 信号の光無線伝送の提案、検討を行う。具体的に
はレーザに高速 1bit 信号の音情報も重畳し、光を当てた任意の場所から音がなるシステムの実現を目指す。本研究
では２つの送信モジュールと受信モジュールを構築し伝送の様子を検証した。この検証結果を踏まえ、様々なレーザ

の特性を活かした応用について検討を試み、高速 1bit信号の新たな無線伝送と再生方法を提案する。 
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1.まえがき	 

	 本研究室では音を記録する手段として高速

1bit信号を利用し、録音、音響測定に応用してい
る。しかし、あるがまま伝送を目指すには収録機

器がその妨げとなっている。一方、近年レーザへ

の期待が高まっており、映像だけでなく音響情報

のプロジェクションも重要性を帯びてきた。本研

究ではこれらの問題を解決する手法として、レー

ザに高速 1bit 信号の音情報も重畳し、光を当て
た任意の場所から音がなるシステムの実現を目

指す。今回は 2つの送信モジュールと受信モジュ

ールを製作し伝送の様子を検証した。その検証結

果を踏まえ、様々なレーザの特性を活かした応用

について検討する。	 

	 

2.高速 1bit 信号	 

	 音響信号のディジタル化において標本化周波

数と量子化ビット数は密接な関係にあり伝送路

の質を表すのは両者の積である。標本化周波数を

高くすれば少ない量子化ビット数で十分なダイ

ナミックレンジを得ることも可能である[1]。高

速 1bit 信号は各ビットが個々に独立した符号で

あり重みが等しく、語同期が必要なく、簡素な処

理系が実現可能で、ディジタル伝送に適している

[2]。さらに、ディジタル信号でありながら元の信

号のスペクトルを保持しており、アナログ信号と

して扱うことも可能である。	 

3.可視光通信	 

	 可視光通信とは、目に見える光を利用した無線

通信である。380nmから 780nmの可視領域光の“明”

と“滅”を、情報の“1”と“0”に対応させてデ

ィジタル通信を実現する。従来の電波や赤外線に

比べ、生体や電子機器への影響、帯域制限がなく、

送信者が可視光の到達する範囲を容易にコント

ロールできるため場所や物を特定しやすい、とい

った特徴が挙げられる[3]。本研究では任意の場

所から音を鳴らすために小スポットでの伝送が

必要となるため、優れた指向性、高速性、大容量

性、長距離伝達性を持つ半導体レーザに着目、よ

り高品位な伝送を目指した。	 

	 

4.システム概要	 

4.1	 送信モジュール	 

	 2 つの送信モジュールを製作した。図-1 に構成

と回路図を示す。半導体レーザは赤色発光する

DL-3247-165 を用いて伝送を行った。	 

(1)SD カード再生型	 

① 5.6MHz/1bit の WSD ファイルを記録した SD
カードを用意	 

② FPGA を用いて SD カードと通信を行い、記録
されている WSD フォーマットのデータを読

み込み、1bit データを出力	 

③ 出力されている高速 1bit 信号で半導体レー
ザ光を変調、明滅させて受信側へ送信	 
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(2)MEMS マイク接続型	 

① MEMS マイクからΔΣA/D コンバータにより変
換された3.3MHz/1bit ディジタル出力を得る	 

② CMOS インバータで信号の増幅をする	 
③ 増幅した信号で半導体レーザ光を変調、明
滅させて受信側へ送信	 

4.2	 受信モジュール	 

送信側の半導体レーザの波長に対応したフォト

ダイオードで受信モジュールを構築した。	 

① 半導体レーザからの明滅光信号をフォトダ
イオードにて受ける。	 

② フォトダイオードからの電流を電圧に変換
し、増幅する	 

③ コンパレータを用いて、増幅された信号と
閾値を比較しディジタルの High と Low レベ

ルで出力する	 

④ 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	 

	 

5.検証	 

	 用意した送受信モジュールを用い、ディジタル

伝送が行えているか検証する。図-2 に送受信波

形を示す。また、送受信モジュールを 75m 離して

長距離伝送を行った。図-3 に受信波形を示す。

より高品位なディジタル伝送を確立するには受

信側にクロックの生成、ATC 回路を組み込む必要

がある。	 

	 

6.むすび	 

	 本研究ではレーザ素子を用い高速 1bit 信号を

光伝送するシステムを構築した。また、MEMS マ	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

イクを用いた伝送では、ケーブルを廃し録音環境

の改善を示唆できた。今後はプロジェクタなどの

映像信号に音響信号を重畳させた伝送や、信号の

みならずエネルギーの伝送について検討し、ある

がまま保存、あるがまま再生を目指す。	 
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図-2	 送受信波形	 上から送信、受信、クロック	 

図-3	 長距離伝送	 受信波形	 

図-1	 送受信構成図と回路図	 左から SD カード再生型、MEMS マイク接続型、受信モジュール	 


