
10章：雑音除去と

エラー補正

コンピュータの登場により，信号

処理は飛躍的な進歩を遂げました

ここで　オーディオ信号の処理とし

てSPレコードの雑音除去とCDの

雑音ともいえるエラーの補正を取り

上げます．その幕間を利用して．出

るチャンスのなかった磁気録音と再

生に触れます，この事の最後は帯域

圧縮のお話です．

レコードの雑音除去

レコード針が音みぞをトレースす

るときに出る雑音，スクラッチ・ノ

イズは音みぞのゴミやキズのほか

に．レコード盤の材質によっても発

生します．材質の粗いSP（stand－

ardplay）レコードのスクラッチ・

ノイズはかなり耳障りです．

特別に開発された硬質塩化ビニー

ルを使用して長時間録音が可能にな

ったLPレコードでは　材質による

スクラッチ・ノイズはほとんど聴こ

えません．無音区間で出るシーとい

う雑音はマスター・テープによる磁

気録音特有のビステレシス・ノイズ

（略してヒス・ノイズ）が記録されたも

のです．このビス・ノイズが音のよ

いLPレコードに加わることがなか

ったとしたら．CDの開発は少し遅

れたかも知れません．
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ところで　貴重な録音が残されて

いるSPレコードについていえば

レコードを聴いた人は音質を損なう

ことなく耳障りなスクラッチ・ノイ

ズを消すことはできないのだろう

か，と思ったことでしょう．

耳を頼りに無音区間と思えるとこ

ろで雑音を取り除く作業はできると

しても，信号と雑音の両方が聴こえ

るところは手が付けられません．こ

んなときはどうすればよいでしょう

か．

スクラッチ・ノイズやヒス・ノイ

ズのような雑音の周波数成分は広い

帯域にわたって分布していますが

1つ1つの周波数成分の振幅はわず

かなものです．これに比べると一般

に楽音の周波数成分は少なく，その

振幅は大きいのが特徴です．楽音と

雑音が同じ大きさであっても，個々

の周波数成分に分解するなら，その

振幅には大きな差が出てきます．こ

の差を利用すれば原理的には楽音と

雑音を分離することができ，雑音を

除けることになります．

では　何が問題でしょうか．楽音

の周波数は時間とともに変化し，一

定ではありません．このような時間

的に周波数が変動する波形から1つ

1つの周波数成分を検出するために

は　その周波数が一定と見なせる短

い区間で波形を順次切り出して分析

することが必要です．しかし，短い

波形から高い精度で周波数成分を検

出することは周波数分析の長年にわ

たる課題で　簡単なことではありま

せん．

たとえば　コンビェ一夕による周

波数分析で広く利用されている高速

フーl）エ変換／FFTを使い，0．01

秒の長さで波形を切り出して分析す

ると．周波数の精度は100Hzにな

ります．これを10Hzの精度で分

析しようとすると，分析区間の長さ

を10倍の0．1秒にしなければなり

ません．これでは楽音と雑音を分離

できません．

短い波形の分析に適しているとい

われているウェーブレット変換も糖

度の点ではFFTと大差ありませ

ん．そこで　以前ピアノの音の分析

で用いた方法を使ってみます．

基本周波数を440Hzとする第5

調波までの5つの正弦波を加え合せ

て作った信号波形に，パワーのほぼ

等しい白色雑音を加えた時間長

0．01秒の波形，これを非調和フー

リエ解析を使い周波数分析します．

パワーの大きなものから正弦波が

順次検出されます．検出された正弦

波を加え合せると，次第に信号波形

が姿を現わしますが　これをさらに

続けて行くと．もとの雑音の加わっ

た波形に近づいて行きます・どこで

止めたらよいのでしょうか

実際に雑音除去のための波形解析

を行なうときには　何本の正弦波で

信号が構成されているかわかってい
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動物たちの耳

人間の耳で知覚できる振動を音

とすると，その昔の周波数はせい

ぜい20Hzから2000OHzの範囲

にすぎません．しかし，動物の中

にはその範囲をはるかに超えた周

波数の振動を聴いて活動している

ものもいます．高い方ではコウモ

リが12万Hz，イルカが15万Hz

までの超音波を聴き取ることがで

きます．コウモリやイルカは超音

波を発し，戻ってくる反射音を聴

いて，まるで物を見るかのように

物体を識別することができます．

コウモリの耳は暗闇でもエサを捕

えられるように長い年月をかけて

進化しだ　という学者もいます

が　暗闇で目を訓練する方がはる

かに容易だったでしょう．では

低い方についてはどうでしょう

か．世界野生生物基金の会報「フ

ォーカス」によると，象は　不可

聴音で互いに連絡を保つことが知

られた最初の陸生哺乳動物です．

象は何km離れていでもすぐにお

互いを見つけますが　それは科学

者たちの長年のなぞでした

超低周波の音は樹木などに遮られ

ることなく非常に遠くまで伝わり

ます．2004年12月，スマトラ沖

の地震で発生した巨大津波によっ

て大勢の人が犠牲になりました

が1群の象は津波の襲来をあら

かじめ察知して海岸を離れて行き

ました　沖から来る超低周波を聴

いて避難したようです．人間の耳

にはまったく聴こえませんが　き

っとゾーとする音だったのでしょ

う．

磁気録音と再生

LPレコードのノイズの元凶はビ

ス・ノイズと出たところで　磁気テ
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ープ録音と再生について触れておき

ましょう．

インスタント・コーヒーのなかっ

たころ，電磁気学を学ぶ人にとって

マックスウェルといえば　学習の最

終段階で教えられるマックスウェル

0．C．Maxwen，1831－1879）の方程式

のことでした　4つでl組の方程式

は美しく，近寄り難いものでした

が　その物理的な意味は　少し工夫

すれば砂鉄を磁石につけて遊ぶ子供

にも説明できるところがあります．

磁気記録再生の理論は1900年代

半ばまでには完成したように思われ

ました　しかし，実測した結果と一

致しないところがありました　再生

ヘッドの出力周波数特性が低域で理

論上の特性よりも急に小さくなり，

その説明ができませんでした　オー

プン・l）－ルのテープレコーダでお

よそ50Hz以下のところで生じる

差なので　大した問題ではないとい

えばそれまでのことですが　こうし

たことは研究の好きなものにとって

好奇心を燃やす火種になります．

マックスウェルの方程式の1つ

ば　磁力線は天気図の等圧線のよう

に交差せず閉曲線になるということ

です．この条件に従って，テープか

ら生じた磁力線が再生ヘッドを通っ

て一巡する様子を描いてみると，低

い周波数では磁力線が再生ヘッドか

らはみ出るようになることがわかり

ます．

テープの再生スピードをV．テー

プに接する再生ヘッドの幅を2aと

すると．その限界となる周波数は

V／2aで与えられます．この限界周

波数以下で再生ヘッドの出力は急激

に小さくなります．難しい式を使う

こともなく問題は解決しました

45年も前のことですが　研究の

事始めとしてこの間題は恰好なテー

マでした（電気通信学会．電音研1鎌馬

年12月）．

非常に低い周波数の音が磁気テー

プに記録されると．再生ヘッドの出

力でいちじるしくひずんだ波形にな

り，その高調波が特異な音となって

聴こえできます．i録音の際に耳には

大した邪魔ではないと思った低周波

数の音が　こうして大切な録音を台

なしにしてしまうことがあります．

CDのエラー補正

小さな円盤（揖sk）に高密度（com－

pact）に信号を記録したCDは　LP

レコードよりゴミやキズの影響を受

けやすいのですが　こうしたことは

あらかじめ考慮して信号を記録して

います．

CDでは信号はすべて0か1の値

で表わし．再生の際に検出した値が

真に0なのか，あるいは1なのか，

という判断をします．1つの点の値

を眺めていでもそれが正しいかどう

か判断することはできないので　判

断できるように余分な値を0と1を

用いて加えておきます．このように

して検出した値の真偽を調べ．0が

誤りなら1，1が誤りなら0に正す

ことをエラー訂正と呼んでいます．

エラーの発生が続くとその訂正が

できなくなりIつきに補正という手

段が用いられます，エラー訂正は誤

りを完全に正すのに対して．エラー

補正は誤差を許容します．銀行の大

型コンピュータでエラー補正を使っ

たら問題になりますが　オーディオ

においては聴感上わからなけれ時そ

れでよいわけです．

エラー補正はどのようにするので

しょうか．どこまで補正できるので

しょうか　聴いてほんとうにわから

ないのでしょうか．これらの点につ

いて考えてみましょう．

1列に並んだ生徒の丈／身長の変

化を波形とすると，生徒の間隔はサ
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より少ない3次式で波形の近似をす

る補間法がCDのエラー補正とし

て最善であるといえます．

とはいえ，汚れやキズがあまりひ

どいと，エラー補正も対応できなく

なります．これはCDの青酸肪式の

問題ではなく，その取扱いかたの問

題ですから，生半可な補正はしない

方がよいでしょう．新しいものを購

入してください．

ところで　エラー補正された音は

聴いてもわからないのでしょうか

補正されなければインパルス状の雑

音が聴こえるでしょうが　CDのエ

ラーは　補正されると．“これがそ

うだ”と聴き分けられません．

しかし，補正の誤差は波形のひず

みになるので　アンプによって生じ

るわずかなひずみを聴き取ることが

できるなら，エラー補正の量が増せ

ばそれを音質的な変化として検知で

きるでしょう．CD自体に何らかの

手を加えると音質が変わる．という

ことがあるとすれば　まず　エラー

の増減がその要因と考えられます．

帯域圧縮

狭い所に荷物を収納する秘訣は

あまり重要でないものを思い切って

処分することです．あれこれ惜しん

でいては，いつまで経っても納まり
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狭いところに信号を詰め込む技術

を帯域圧縮といいます．従来の電話

は人の声の300Hz以下と3，300Hz

以上の周波数成分を捨て，周波数帯

域帽3kHzで音声を伝送していま

す．この音声信号波形を1サンプル

8ビット，1秒間8，000サンプルの

デジタル信号にすると，1秒当たり

64kビットになりますが　携帯電

話は11秒当たりわずか3．45kビッ

トで音声信号を伝送しています．周

波数帯域帽に換算すると160Hzに

帯域圧縮したことに相当します．

音声の周波数成分を単純に切り捨

て160Hzの帯域幅で伝送したな

ら，何を話しているかまったくわか

らないでしょう．携帯電話が

3．45kビットで音声通信を可能に

しているのは，音声波形を符号化し

て送っているからです．その便利さ

と価格は3．45kビットで可能にな

ったといわれれば　音質が多少悪く

ても我慢できるでしょう．

ここで　電話について触れておき

ましょう．電話の発明者はベル（A

G．Beu．18g～1922）とされています

が　ドイツの若い物理学者ライス

0．P．Reis，1834－1874）は1860年に

声による膜の振動を電流の強弱に変

える送信器と，電流の変化を振動に
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●1次式による構問

●2次式による補間

鵜l

●3次式による補間

〈10・5図〉方程式による補間．1次式は2つ．－2
次式は3つ，3次式は4つの白丸の値を使って

補間値を求める

変えて声に戻す受話器からなる装置

を発明しました，ソーセージの薄い

膜とコイルと縫針．そしてヴァイオ

リンを使った奇妙な装置で　ライス

はこれをテレフォン［独］と呼びま

した

テレ／teleは「遠方」，フォン／

phon［独］は「音」という意味が

あります．当時のドイツの社会環境

ではライスの発明をそれ以上に発展

1　　2 3　　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9

補正の数　→

〈10・6図〉エラー補正の特性補正誤差の周波数特注（左）と1つおきに生じたエラーを補正したときの累積誤差の増加縛性（右）．下はサンプ）ング周波数
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させることはできませんでしたが

まちがいなくこれが最初の「電話」

です．

ライスとは独立に，実用的な電話

がベルによって発明されたのはそれ

から16年後の1876年です．ベル

と同じときにグレイ　はGray，1781

－1飾1）も竃話を発明して特許を申

話しましたが　特許はベルだけに許

可されました（「電気の技術史」山崎，

山本）．

ベ）レの電話は電磁誘導形，グレイ

の蘭は抵抗制御形ですが　明暗を

分けたのは特絆でした．特許が世界

での成功を左右した日本の例は八木

アンテナです．世界的に有名になっ

たこのアンテナは東北帝国大学（現

在の東北大学）の研究生であった宇田

新太郎によって発明されたもので

す．早朝から夜遅くまで実験を続け

て完成した画期的なアンテナは，教

授がこれを内外に出願したためにそ

の名で知られるようなりました　宇

田はこの発明から1円も受けること

はなかったようです（菊谷，電気通信

学会諒1976年9月）．

こうした話を聞くと，特許は悪い

もののように思われるかもしれませ

んが　世知にたけだ人たちの中で世

事に疎い研究者を守る唯一の砦とな

っているのば　ほかならぬ特許制度

です．

話を帯域圧縮に戻しましょう．人

間の可聴周波数は20Hzから20

kHzです．ピアノの音は27Hz（AO）

から4．2kHz（C8）までですが

C8の5倍音は21kHzになりま

す．聴ける音を忠実に録音するため

に．1サンプル当たり16ビットと

して，1秒間44，000サンプルのデ

ジタル信号にすると，1秒当たり

700kビットにもなります．携帯電

話の200倍です．高品質な音を求

めるオーディオと，話ができればよ
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いとする携帯電話の差は　この200

倍という数で表わされます．

このような音質を重視するオーデ

ィオでの帯域圧縮（符号化）は電話

の圧縮方式と異なるものの，信号波

形を分析して符号化するというとこ

ろは同じです．符号化を1つの例で

説明しましょう．

正弦波の波形を1サンプル16ビ

ットとして512サンプルで表わし

たとすると，これをそのまま記録し

た場合16×512ピット，つまり

8，192ビットが必要になります．

この正弦波を周波数と振幅と位相

の3つの値で表わし．その値をそれ

ぞれ16ピットで表示すると，正弦

波は16×3ピット，すなわち48

ビットで符号化され　波形を512

点のサンプル値で記録する場合に必

要なビット数8，192の1／170のビ

ット数で表わすことができます．

lつの正弦波ならこのようにして

簡単に圧縮符号化することができま

すが　音楽信号の波形は正弦波より

もはるかに複雑です．このような波

形を正弦波の合成で表わそうとする

と，サンプル数の半分の数の正弦波

が必要になります．たとえば　512

サンプルで与えられた波形を表わす

ためには256個の正弦波が必要で

す．これが離散フーリエ変換です．

このフーl）エ変換で得られた正弦

波を単に符号化しても，ビット数は

減りません．正弦波を符号化すると

きにビット配分を工夫します．すべ

ての正弦波を同じビット数を使って

表わすのではなく，振幅の大きい低

周波数の正弦波には多くのビット数

を割り当て，振幅の小さい萬周波数

の正弦波には少ないビット数を割り

当てます．これだけでビット数を約

1／2に減らすことができます，

以上のように，何も処分せずにビ

ット配分を工夫して詰め込む方法か

エラー訂正　もうーつの方法

印刷機が発明される前の時代，

本は人の手によって書き写されま

した　どれほど注意深く作られた

としでも写本にはわずかな誤りが

入り込みます．このような誤りは

どのようにして見付け出し訂正す

ることができるでしょうが　複数

の写本の同．じ個所で誤りが生じる

確率は極めて小さいので　写本が

多ければそれらを比較することに

より，誤りを見付けて完全に訂正

することができます．

非常に古い本である聖書がヘブ

ライ語で書き始められたのはいま

から3，500年前　原本は残されて

いませんが　ヘブライ語聖書のい

ろいろな部分の古い写本はいまで

も1，700以上あり，これにより写

字生たちの犯したわずかな誤りも

完全に訂正することができます．

こうして聖書は書かれたときと

実質的に同じ内容でわれわれまで

伝えられている，とフレデリッ

ク・ケニヨン卿は述べました

ら．多少感知されてもよいから，重

要でないところを処分して詰め込む

方法まで　圧縮符号化はその目的に

応じていろいろな方法が考えられま

す．ただし，いずれの方法も音楽信

号に戻す複号化が必要です．ソフト

ウェアでリアル・タイムに復号化で

きるなら，さまざまな符号化を試す

ことも1つの楽しみになるでしょう．

ところで　究極の圧縮符号化はど

のようなものになるのでしょうか．

音声であれば　話し声を自動認識し

て文字符号にし．復号化において文

字符号を合成音声で出力する，とい

うことになるでしょう．誰の声かは

わかりませんが　これで圧縮率は従

来の電話の1／1000以下になりま

す．

ラ　ジ　オ技術




