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はじめに

ワイヤレス・マイクによって、ボーカリストや演奏者、司会者は、ケーブルの制約を受けずに自由に

動き回ることができます。ただしこれまでは、こうした便利さには、音質の劣化、無線干渉による障害、

複雑なセットアップという犠牲が伴いました。過去50年以上に渡り、ワイヤレス・マイクには主にアナ

ログFMラジオの技術が採用されてきました。しかし今日、デジタル・ワイヤレスによって、妥協を許さず、

問題とも無縁のパフォーマンスが可能な時代が幕を開けます。

このペーパーでは、従来のアナログ・ワイヤレスとデジタル・ワイヤレスの技術的な背景を説明し、

両者の違いを明らかにしていきます。

注：本ペーパーは米国の環境に基づいて作成されたものであり、日本国内の環境とは異なる場合があります。
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テレビ・チャンネル 14‒51
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図1 電磁波スペクトラムのうち、電波は3kHz～ 300GHzの範囲を占めます。
 業務用ワイヤレス・マイクにはUHF帯の電波が使われます。
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基礎知識

RFとは？

RFとは「Radio Frequency」（高周波）の略称です。この用語
は、ラジオ、テレビ、携帯電話、リモート・コントロール、ワ
イヤレス・マイクなどの多様なワイヤレス伝送に利用される、ス
ペクトラム内の特定範囲を表します。「Radio」という用語は、
最も基本的には、空間中の電磁波の伝送という意味です。電
磁波の波長と振幅は様々であり、至るところで自然発生します。
波長とは、空間を伝わる波の、ある周期の始まりから次の周期
の始まりまでの物理的な距離のことです。波の周期の速度はヘ
ルツ（Hz）、またはサイクル/秒という単位で測定されます。この
速度を電磁波の「周波数」と呼びます。図１に、基本的な電磁波
と各周波数について示します。図の下半分は、電波の詳細な区
分を示しています。

RFの送信

電波は、情報の伝送方法として利用できます。RFを介した
アナログ・オーディオ伝送に最もよく使われるのは、周波数変
調（Frequency Modulation、略称FM）による方法です。送ら
れる高周波を搬送波と呼びます。オーディオの振幅に応じて、
搬送波の周波数が上下に変調されます。この技術は、FMラジ
オ放送やアナログ・ワイヤレス・マイクで使われます。

図2は、音声波によって変調された搬送波を表しています。
音声波が上昇すると（赤色の部分）、変調された搬送波の周波
数は増加します。音声波が下降すると（青色の部分）、変調され
た搬送波の周波数は減少します。

デジタル・オーディオの伝送技術にはいくつかの種類があり
ますが、いずれも伝送データによって搬送波の周波数（場合に
よっては位相）が変更されるという原理に基づいています。デ

ジタル信号（１と０）の伝送方式としてよく知られているのは、
FSK（Frequency Shift Keying：周波数偏移変調）と呼ばれる
周波数変調です。図3に示すとおり、搬送波の周波数が変化し
てデータのビットを表します。

別の方法では、搬送波の周波数と位相を変調してから、搬
送波の一部だけを使って複数のビット・データを伝送すること
で、より効率的にデータを無線伝送することができます。

RFの受信

搬送波からオーディオまたはデータ信号を復元するには、変
調された搬送波の周波数を受信側で復調する必要があります。
復調技術にはいくつかの種類があります。本書では復調プロセ
スの詳細については触れませんが、必要に応じて、RF技術に
関する他の文献を参照してください。

無線の操作

周波数を選択する

米国では、高周波の用途はFCC（連邦通信委員会）が規定し
ています。他の国においても、大抵は同様の機関が通信の規
定を行っています。

FCCは、各周波数帯の使用者と、放送できる電力（ワット単
位）を規定します。
テレビは、何十万ワットもの電力を使い、電波に乗せて放送
されます。通常、ワイヤレス・マイクやWiFiハブなどの携帯無
線機器がデータの伝送に使う電力は１ワット未満です。

UHFの周波数帯においては、周波数は次の表のように割り
振られています：

搬送波

データ

データによって変調された搬送波の周波数

図2 オーディオ信号による電波の周波数変調
 （見やすいように比率は変更されています）

搬送波

オーディオ

オーディオによって変調された搬送波の周波数

図3 データ信号による電波の周波数偏移変調
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UHFアナログ・ワイヤレス・マイクは、通常はチャンネル14－
51用のテレビ放送用帯域で動作します（米国の場合）。また、
以前はTVチャンネル52-69に占められていた帯域（700MHｚ帯
とも呼ばれています）で動作する機器も数多くありますが、こ
の周波数は2009年に商用及び公共安全用にオークションされ
たため、ワイヤレス・マイク用に使うことはできなくなりました。

一部のアナログ・ワイヤレス・システムは、ISMバンド（この
周波数帯の一般的な用途であるIndustrial（産業）、Scientific

（科学）、Medical（医療）の頭文字をとってこう呼ばれますが、
これらの用途に限定されているわけではありません）を使うよ
う設計されています。ただしアナログ・ワイヤレスの場合、問題
を最小限に抑えるには、使われていない周波数帯を占有する
必要があります。そのため、ISMバンドでアナログ・ワイヤレス・
マイクを使う場合には、別の用途で使用されているものとの間
で干渉ノイズが発生する問題が起こることがあります （後述し
ますが、デジタル・データではこれは問題になりません）。

TVバンドはデジタル・テレビ放送に使われます。デジタル・
テレビ放送は、ワイヤレス・マイクの信号をかき消してしまうこ
とがあります。ただし、現在のところ、全ての場所で全ての放
送チャンネルが使われているわけではないため、空いている周
波数帯域が存在することになります。この帯域は、一般に「ホ
ワイト・スペース」と呼ばれ、テレビを未使用チャンネルに合わ
せると、「雪」のようなノイズによる「白い」画面（砂嵐とも呼ばれ
ます）が表示されることに由来しています。

TVバンドでワイヤレス・マイクを使うには、ホワイト・スペー
スの周波数を選択する必要があります。この周波数は、使われ
ているテレビ・チャンネルに基づくため、場所によって異なり
ます。例えばロサンゼルスで使用されているチャンネルは以下
の通りです：

そのため、現時点では以下のチャンネルと周波数を使用でき
ます。

しかしFCCの記録によると、これらの残りチャンネル全ての
用途は、新しいTVチャンネル用となっています。

アナログ・ワイヤレス・システムではチャンネルが選択可能に
なっていますが、UHF帯の一部しかカバーしていません（大抵
は18MHzから60MHzの範囲）。UHFチャンネルの分配は都市
により異なるため、アナログ・ワイヤレス・システムの購入に際

14-16 公共安全用にリザーブ

18 KSCI-DT Long Beach, CA

20 公共安全用にリザーブ

24 KBEH-DT Oxnard, CA

28 KCET-DT Los Angeles, CA

29 KFTR-DT Ontario, CA

31 KTLA-DT Los Angeles, CA

32 KDOC-DT Anaheim, CA

33 KTBN-DT Santa Ana, CA

34 KMEX-DT Los Angeles, CA

35 KRCA-DT Riverside, CA

36 KNBC-DT Los Angeles, CA

37 公共安全用にリザーブ

38 KPXN-DT San Bernardino, CA

39 KVER-DT Corona, CA

41 KLCS-DT Los Angeles, CA

42 KWHY-DT Los Angeles, CA

43 KCBS-DT Los Angeles, CA

47 KAZA-DT Avalon, CA

48 KOCE-DT Huntington Beach, CA

49 KJLA-DT Ventura, CA

51 KXLA-DT Rancho Palos Verdas, CA

17 488MHz-494MHz

19 500MHz-506MHz

21-23 512MHz-530MHz

25-27 536MHz-554MHz

30 566MHz-572MHz

40 626MHz-632MHz

44-46 650MHz-668MHz

50 686MHz-692MHz

周波数 用途
300MHz－ 470MHz その他
470MHz－ 698MHz TVチャンネル　14－ 51

698MHz－ 806MHz オークションされるチャンネル
806MHz－ 902MHz 携帯、公共安全
902MHz－ 928MHz ライセンス無しの ISMバンド
928MHz－ 944MHz その他
944MHz－ 952MHz 放送用の予備
952MHz－ 2.4GHz その他

2.4GHz－ 2.4835GHz ライセンス無しの ISMバンド
2.4835GHz－ 3GHz その他
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しては、どのチャンネルを利用できるかをよく理解して、その
システムが未使用のTVチャンネルにアサインできるかどうかを
確認する必要があります。例えば、チューニング可能な範囲が
572MHｚ―590MHz（チャンネル31から33）のワイヤレス・シ
ステムは、ロサンゼルスでの使用には適していません。
またこれまでFCCはUHF TVチャンネル内でワイヤレス・マイ
クを使用する際に、常にライセンスを必要とすることを、47 

CFR Part 74 Subpart Hにて規定しています。

現時点でFCCは、電力レベルを制限し、認可ユーザーを妨
害せず、また帯域の認可を受けた使用者による妨害を許容す
るという、Part 15に基づくライセンス無しにワイヤレス・マイ
クを使用することを認可しています。この規則は2010年6月に
改定が予定されています。

2010年から、新しいTVバンド機器（TVBD、以前はホワイト・
スペース・ディバイスと呼ばれていました）の市場参入が予測さ
れており、そのエリアでTV放送にアサインされていないホワイ
ト・スペースをライセンス無しに利用できるという、新しい
FCC規則を活用します。TVBDは、拡張WiFiや家庭内ワイヤレ
ス・ビデオなどのサービス提供が期待されています。これらの
機器は、電波を1分毎にモニターしてワイヤレス・マイクが存在
しないかどうかを確認し、存在する場合はその周波数を回避す
ることが義務付けられていますが、このテクニックがアナログ・
ワイヤレス・マイクとの干渉をどれだけ効果的に制限できるか
は、まだ明確ではありません。

Line 6のデジタル・ワイヤレス・マイク・システムはISMバン
ドを使用します。この帯域は認可不要で使うことができ、テレ
ビ放送などの高出力のソースによる干渉を受けません。

このため、Line 6のデジタル・ワイヤレス・マイク・システム
は地理的な制約を受けることもなく、世界中の全てのチャンネ
ルで使えます。近くで使われているテレビ放送チャンネルを調
べる必要はありません。
ただし、他の低電力機器のユーザーと帯域を共有する必要
があります。こうした機器には、一部のコードレス電話や、
WiFiまたはBluetooth通信によるリモート・アプリケーションな
どが含まれます。とは言え、いずれの機器のデータ伝送方法も
アナログ・オーディオの場合とは異なるため、事実上は複数の
機器でスペクトラムを共有できます。アナログ伝送とは異なり、
デジタル・データは特定の受信者に向けて暗号化されているた
め、他のデータは全て無視されます。これはWiFi通信でも同じ
です。WiFi通信は同じ室内にある多数のコンピューターで利用
できます。送信した情報を、宛先以外の誰かが受信してしまう
心配はありません。

無線干渉

従来のFMラジオに馴染んだ方であれば、様々な干渉による
障害を経験しているはずです。２つのラジオ局の周波数が近い
と、両方の局の音が混ざって聴こえることがあります。また、
ラジオを放送に使われていない周波数に合わせると、私達の周
りに常に存在する電磁波がスプリアスとして現れ、ノイズが聴
こえてきます。

アナログ・ワイヤレス・マイクでは、オーディオ障害の原因と
なる干渉によってパフォーマンスが損なわれる恐れがあります。
障害物 （人体、壁、機材）、電波反射（受信信号の経路が複数
に増えます）、テレビ・チャンネルなどが干渉の原因となります。
搬送波のオーディオ変調の受信を変えてしまう干渉によって、
不要なオーディオ障害が発生することがあります。アナログ・
ワイヤレスでは、スプリアスがオーディオとして現れるのを避
けるための手段の１つとして、パイロット・トーンとスケルチ回
路が使われています。

スケルチ回路の主な目的は、トランスミッターからの信号が
ないときにオーディオ出力をミュート（「スケルチ」）することで
す。スケルチ回路が無いと、レシーバーでは、無作為に受信し
た電波によって振幅の大きいノイズが発生します。ただし、ト
ランスミッターからの信号を受信する際には、必要な信号を干
渉信号と区別する方法が必要です。その１つの方法として、ト
ランスミッターは常にオーディオと一緒にパイロット・トーンを
送ります。通常、パイロット・トーンは非常に周波数の高いオー
ディオで、レシーバーからオーディオを出力する前に除去され
ます。一定のレベルのパイロット・トーンをレシーバーが認識し
ないと、スケルチ回路がオンになってオーディオをミュートしま
す。ただし、干渉によって変調されたトーンが生成されること
があるため、状況によってはスプリアス・オーディオもシステム
を通過してしまいます。

デジタル・ワイヤレス・マイクは、全てのデジタル伝送システ
ムと同じく、データが「正しい」かどうかを根拠にしています。
つまり、ゼロは常にゼロであり、１は常に１でしかありません。
しかし、ノイズや信号への干渉は、データを読み取れないほど
の大きさでない限り、レシーバーがデータを解読する妨げには
なりません。

次の図に示す通り、アナログのオーディオ信号にノイズや干
渉が発生すると、元のオーディオの波形と組み合わさり、聴こ
えてくるオーディオが変化してしまいます。
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以下の図に示す通り、デジタル信号ではある程度ノイズや干
渉が発生しても、データは１と０の組み合わせとして正しく解
釈されます。オーディオは変化しません。

低い信号と高い信号（０と１）を、耳で感じる障害なしに読み
取ることができます。解読する必要があるのはデータの値だけ
であり、周囲のノイズは無視されるためです。

あまりに大きな無線干渉が発生すると、デジタル・レシーバー
が０と１を正しく読み取れなくなることもありますが、デジタル
の場合は、データが正しいかどうかをレシーバーが判断するた
めの情報を付加できるという利点があります。これはエラー検
出と呼ばれ、ほとんどのデジタル・ストレージまたは通信シス
テムに広く使われています。通常、エラー検出には、各情報パケッ
トに追加データを付加する方法が採られます。この追加データ
を数学的に照合すると、データ・パケット全体の正誤を検証で
きます。

単純な例を挙げると、数字の３と５のほか、両者を足した数
（８）を伝送した場合、レシーバーでは受信した2つの数の合計
が３番目の数と合っていれば、正常にデータを受信できたこと
が確認できます。
合計数が合わない場合は、エラー訂正またはエラー隠蔽を
実行できます（本書ではこれらの技術については触れませんが、
つまりは追加の伝送データを使うことによって、失われたデー
タが再現されるということです）。

このような技術はCDやDVDに使われています。ディスクに目
立った傷があってもエラー無しで再生できるのはこのためです。
さらに、デジタル・システムではデータをエンコードできるため、
同じ帯域を使う別のデジタル信号を誤って読み取ることはあり
ません。読み取られるデータだけが、そのレシーバーに宛てら
れたデータです。

無線の距離

トランスミッターがレシーバーから離れるほど、レシーバー
で受信するトランスミッターの信号レベルは低くなります。距
離が長くなるほど、電波のSN比が悪化します。
アナログ・ワイヤレス・システムでは、信号が弱まるとレシー

バーからのオーディオ・ノイズが増加します。
これは、無線の質が音質へダイレクトに影響するためです。

デジタル・ワイヤレス・システムでは、その到達距離内で音
質変化はありません。デジタル信号におけるノイズのレベルは
アナログ・オーディオ信号に影響しないためです。

ダイバーシティ

「トゥルー・ダイバーシティ」という用語は、多くのアナログ・
ワイヤレス・システムに採用されている、２つのアンテナと２つ
のレシーバー回路を利用した機能を説明する際によく使われま
す。２つのアンテナは間隔をおいて設置されており、それぞれ
の位置に応じてRF信号を受信します。一方のアンテナの信号
が弱い（障害物やマルチパス干渉によって）場合でも、他方のア
ンテナの信号は同じほどには弱くなりません。こうしたワイヤ
レス・システムに組み込まれている回路は、より強い信号を受
信したレシーバーからのオーディオ信号を選択します。スイッチ
ング・ノイズが発生しますが、通常は問題になるほどの大きな
レベルにはなりません。

デジタル・システムでも、こうしたダイバーシティと同様の手
法（「空間」ダイバーシティとも呼ばれます）が採られています。
２つのアンテナと２つの回路が使われ、オーディオを切り替え
るのではなく、両方のレシーバーが受信したデジタル・データ
を比較して、検出されたエラーが少ない方が使われます。デー
タは両方のレシーバーで受信されてバッファーされるため、どち

アンテナ1

レシーバー1

オーディオ出力

スイッチ

アンテナ2

レシーバー2
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らのデータを使用するかの選択は持続的に行われます。オー
ディオが途切れることはありません。

デジタル・ワイヤレスに採用されているその他のダイバーシ
ティとしては、周波数ダイバーシティがあります。
周波数ダイバーシティでは、複数のRF搬送波の周波数を利
用して、オーディオ・データの様々な部分を搬送します。これに
より、他のRF信号による影響が大幅に減少します。使用中の全
ての周波数に干渉が発生することはほとんどないからです。

デジタル・ワイヤレスでは、エラー検出、周波数ダイバーシ
ティ、データの暗号化を行うことで、レシーバーを通過するオー
ディオだけがトランスミッターからレシーバーに宛てたオーディ
オであると判断できます。

チャンネルの選択

多くのアナログ・ワイヤレス・システムでは、選択可能な周波
数を「チャンネル」と呼びます。この用語は誤解を招くことがあ
ります。大抵の場合、これらのチャンネルは同時に使用するこ
とはできません。干渉を最小限に抑えるには、アナログ・ワイ
ヤレスの周波数は、一般に最低でも１MHzの間隔をおく必要が
あります。しかし、多くの機器では、選択できるチャンネル周
波数の間隔は25kHzしかありません。こうした高分解能のチュー
ニングは、干渉が最小限に抑えられる周波数を探すために用
意されています。複数のチャンネルを同時に使うにはこうした
間隔が必要なため、実際に同時使用できるチャンネルの数は、
選択できる周波数の数の10分の１程度です。

アナログ・ワイヤレス製品を販売するほとんどの企業では、
適切な周波数を選択するためのソフトウェアまたはWebベース
のツールをユーザーに提供しています。手頃な価格の大半の機
器ではテレビ・チャンネルや周波数がMHz単位で表示されませ
ん。このため、特定の帯域での適切なグループとチャンネルを
知るには、こうしたツールを参照する必要があります。一部の
モデルには、ワイヤレス用途に使える周波数を選択するスキャ
ン機能が備わっています。機器で使える周波数帯は地域のテレ
ビ局に使われていない帯域であることが推測できるため、チャ
ンネルの選択にも役立ちます。

また、同一国内でもテレビ・チャンネルの割り当ては異なる
ため、都市を移動する場合にはその都度チャンネルの選択を
見直す必要があります。

デジタル・ワイヤレス・システムはISMバンドを使うので、常

に全てのチャンネルが使えます。この帯域では、競合する高電
力トランスミッターの使用が許可されていないためです。選択
できるチャンネルの総数は、同時に使うことのできるチャンネ
ルの数と同じです。

さらに、2.4GHzなどのISMバンドは、各地域のテレビ・チャ
ンネルの割り当てと関係なく、世界中で使うことができます。

オーディオ伝送
FCC（Federal Communications Commission：アメリカ
連邦通信委員会）などによる国際的な帯域制限の規定がある
ため、アナログFMのダイナミックレンジと周波数特性はオー
ディオ信号の伝送に最適な値を満たしていません。これらの値
の不足を補うため、アナログFMワイヤレス・マイクでは、トラ
ンスミッターとレシーバーの両方で信号を処理する必要があり
ます。

ダイナミック・レンジ

ダイナミック・レンジとは、システムで扱える最も音量の小さ
な信号と最も大きな信号との差のことであり、単位にはdB（デ
シベル）が使われます。FMを通じて伝送されるオーディオ信号
のダイナミック・レンジは、一般に約50dBです。これは、オー
ディオのダイナミックレンジは搬送波に加えることのできる周
波数変調の量に正比例するためです。変調の量は、隣接する
周波数帯に重ならない範囲内に制限されます。

アナログ・ワイヤレス・マイクでは、高品質オーディオの最低
条件である100dBのダイナミック・レンジを達成するために、
100dBの入力ダイナミックレンジを２：１の比率で圧縮して
50dB以内に収めています。この圧縮にはVGA（Variable Gain 

Amplifier：可変利得増幅器）が使われ、入力信号の平均的な
レベルに応じてゲインが調整されます。大きな信号のレベルを
下げ、小さな信号のレベルを上げることで、全体的なダイナミッ
ク・レンジは小さくしています。

レシーバー側では伸張が必要です。元のダイナミックレンジ
を復元するため、ここでもVGAが使われます。ここでは、大き
な信号をより大きく、小さな信号をより小さくすることで、元の
ダイナミックレンジが復元されます。これらの2つのプロセスは、
合わせて「コンパンディング」（companding：compressing」と
「expanding」の掛け合わせ）と呼ばれます。
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こうしたコンパンディングにより、音に障害が生じます。信
号レベルの解析に使った時定数と、VGAに設定したゲインの値
によっては、ゲインの変化がサウンドに影響を与えて「ブリージ
ング」（息継ぎ）と呼ばれるノイズが発生します。

大音量のトランジェント（アタック）が発生した際には、VGA

は急速にゲイン・レベルを下げて信号を圧縮するため、このブ
リージングが最も顕著に現れます。過渡音が通過すると、
VGAのゲインは徐々に「通常」レベルに戻ります。この間、音
量が上がる際に、息継ぎをするような音（ノイズ）が聴こえるこ
とがあります。また、レシーバー側のエキスパンダーは、元の
入力信号がどんなものであったかを認識していないので、エキ
スパンダーが元のダイナミック・レンジを復元できるかどうか
は、製造元がトランスミッターとレシーバーの時定数とゲイン
制御を、どの程度正確に適合させたか次第です。

さらに、元のオーディオ信号のダイナミックレンジが100dB

を上回る場合もあります。こうした場合に対処できるよう、通常、
トランスミッターにはユーザーが調整できるレベル・コントロー
ルが備わっています。
例えばボーカリストの入力信号がクリップしたら、トランス
ミッターの信号レベルを下げる必要があります。レシーバーで
はその分レベルを上げ、ユニティ・ゲインを維持する必要があ
ります。一般的なFMトランスミッターには、「リミッター」と呼
ばれるオーディオ処理セクションも備わっています。リミッター
によって、歪みの原因となる、オーディオ信号の過大入力を防

ぐことができます。また、リミッターはRF信号の「過変調」（周
波数の範囲が広がり過ぎること）も防ぎます。過変調によって
RF信号がレシーバーの帯域を超えて広がると、歪みが生じま
す。リミッターによって、オーディオ信号が事前に設定した最大
レベルを超えないようにすることができます。

アナログ・システムのダイナミック・レンジは、さらにプリエ
ンファシス／ディエンファシスと呼ばれる技術によって、高周
波数帯で大きく減少されています。プリエンファシスはオーディ
オ帯域の高周波数をブーストし、ディエンファシスはオーディ
オ帯域の高周波数をカットします。これらの技術は、信号の伝
送時のSN比を向上させるために使われます。ブーストされた高
周波数によってRF搬送波の広がりが増し、既存のノイズ・フロ
アに比べて大きな信号が作成されます。信号が受信されると、
ディエンファシスによって高周波数が減少するため、このプロ
セスにおけるノイズも減少します。

この結果、アナログFMワイヤレス・システムのその他のノイ
ズも減少しますが、トランスミッターで高周波数のゲインが上
昇するために、高域のダイナミックレンジが犠牲になります。

デジタル・ワイヤレス・システムでは、圧縮やリミッティング、
プリエンファシスやディエンファシス無しにデジタル・オーディ
オ信号を伝送できます。また、より大きな入力ダイナミックレ
ンジに対応するため、レベルを制御する必要がありません。こ
れにより、受信側で入力信号が正確に再現されます。

2 :1 の圧縮率
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歪み

歪みという用語は、システム内の非線形性を表すために使わ
れており、この非線形性によって元のサウンドが変化します。
コンパンダーは非線形性を生じる特性があり、歪みのレベルが
増加します。また、高レベルの信号によって過変調歪みが生じ
ることがあります。ほとんどのアナログ・ワイヤレス・システム
では、コンパンダーが安定して過変調が生じないレベルに全高
調波歪みの値を指定しています。こうした条件下では、全高調
波歪み率は一般に0.1%～0.5%です。

デジタル・ワイヤレス・システムでは、システムの全体的な線
形性に応じて歪みの量が決まります。コンパンダーが使われな
いため、オーディオの過変調の心配もありません。ダイナミック・
レンジ内で信号は線形のままなので、全高調波歪み率は0.03%

程度で、これはアナログと比較すると、まさに桁違いの優秀
さです。

周波数特性

アナログ・ワイヤレス・システムの周波数特性は、低域と高
域の両方で制限されています。低域では、コンパンディング回
路の妨げとなる周波数を切り捨てる必要があります。例えば、
20Hzというスローな周波数では、波形の各周期に合わせてゲ
インが変化してしまうため、低い周波数は除去されます。
また高周波はアナログFM技術の制約によって制限されるた
め、通常は15kHzを上回る周波数は生成できません。以下の
グラフに、著名な２ブランドのワイヤレス製品の周波数特性を
示します。

デジタル・ワイヤレス・システムの高周波数特性はサンプル・
レートによってのみ決定され、RF伝送とは無関係です。また、
コンパンダーを使っていないため、低周波数を切り捨てる必要
はありません。これにより、デジタル・ワイヤレス・システムでは、
10Hz～20kHzの帯域で信号をフラットに伝送できます。

以上のグラフはワイヤレス・システムの周波数特性を示した
もので、マイクの周波数特性とは異なります。個々のマイクに
は固有のトーン特性があり、これがサウンドを特徴づけていま
す。ワイヤレス・システムの周波数特性はフラットなので、マイ
クの特性をそのまま活かすことができます。

まとめ
Line 6のデジタル技術によって、ワイヤレス・マイクの世界に
数々の利点がもたらされます。アナログ・システムの制限が克
服されたことで、今やワイヤレスには有線マイクの信頼性、使
い易さ、音質が全て備わっています。

デジタルの利点

●セットアップと使用が簡単

●テレビ放送からの干渉を受けない

●地域ごとの周波数調整が不要

●世界中で全てのチャンネルを使える

●ライセンスが不要

●スケルチ回路無し

●プリエンファシス/ディエンファシス無し

●コンパンディング無し

●リミッティング無し

●ゲイン調整が不要

●115dB以上のダイナミックレンジ

●10Hz～20kHzの周波数特性

●全高調波歪み0.03%

●RF干渉の影響を受けない音質

デジタル・ワイヤレスの周波数特性
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