
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の信号を入力し、当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割す
る分割工程と、
　各小領域をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基
づいて選択された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上
記他の信号との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ
抽出工程と、
　上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変
換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票
して集計する集計工程と、
　当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価工程と
　を有することを特徴とする信号処理方法。
【請求項２】
　上記複数の信号間の類似する区間を検出する類似区間検出工程をさらに有することを特
徴とする請求項１記載の信号処理方法。
【請求項３】
　上記類似区間検出工程では、上記集計の結果が最大となる位置における上記変換パラメ
ータと略等しい変換パラメータの抽出された上記小領域を検出することを特徴とする請求
項２記載の信号処理方法。
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【請求項４】
　上記変換パラメータは、各小領域と上記他の信号との類似度が最大となる位置までのシ
フト量と、当該位置における拡大率とであることを特徴とする請求項１記載の信号処理方
法。
【請求項５】
　上記集計工程における上記変換パラメータに対応した類似度に基づく値は、上記変換パ
ラメータに対応した類似度に比例した値であることを特徴する請求項１記載の信号処理方
法。
【請求項６】
　上記類似度として、各小領域と上記他の信号との相関値又は当該相関値の自乗を用いる
ことを特徴する請求項５記載の信号処理方法。
【請求項７】
　上記複数の信号は、一の信号の異なる部分の信号であることを特徴とする請求項１記載
の信号処理方法。
【請求項８】
　複数の信号を入力し、当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割す
る分割工程と、
　各小領域をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基
づいて選択された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上
記他の信号との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ
抽出工程と、
　上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変
換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票
して集計する集計工程と、
　当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価工程と、
　上記複数の信号間の類似する区間を検出する類似区間検出工程と、
　上記類似区間検出工程で検出された上記複数の信号間の類似する区間を符号化する第１
の符号化工程と、
　上記類似する区間以外を符号化する第２の符号化工程と
　を有することを特徴とする信号処理方法。
【請求項９】
　上記第１の符号化工程では、上記類似する区間の開始位置、拡大率及び当該類似する区
間の長さの情報を符号化することを特徴とする請求項８記載の信号処理方法。
【請求項１０】
　複数の信号を入力し、当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割す
る分割手段と、
　各小領域をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基
づいて選択された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上
記他の信号との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ
抽出手段と、
　上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変
換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票
して集計する集計手段と、
　当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価手段と
　を備えることを特徴とする信号処理装置。
【請求項１１】
　複数の信号を入力し、当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割す
る分割手段と、
　各小領域をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基
づいて選択された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上
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記他の信号との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ
抽出手段と、
　上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変
換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票
して集計する集計手段と、
　当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価手段と、
　上記複数の信号間の類似する区間を検出する類似区間検出手段と、
　上記類似区間検出手段によって検出された上記複数の信号間の類似する区間を符号化す
る第１の符号化手段と、
　上記類似する区間以外を符号化する第２の符号化手段と
　を備えることを特徴とする信号処理装置。
【請求項１２】
　複数の信号を入力し、当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割す
る分割工程と、
　各小領域をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基
づいて選択された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上
記他の信号との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ
抽出工程と、
　上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変
換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票
して集計する集計工程と、
　当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価工程と
　 ことを特徴とする信号処理プログラム。
【請求項１３】
　複数の信号を入力し、当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割す
る分割工程と、
　各小領域をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基
づいて選択された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上
記他の信号との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ
抽出工程と、
　上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変
換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票
して集計する集計工程と、
　当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価工程と、
　上記複数の信号間の類似する区間を検出する類似区間検出工程と、
　上記類似区間検出工程で検出された上記複数の信号間の類似する区間を符号化する第１
の符号化工程と、
　上記類似する区間以外を符号化する第２の符号化工程と
　 ことを特徴とする信号処理プログラム。
【請求項１４】
　複数の信号を入力し、当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割す
る分割工程と、
　各小領域をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基
づいて選択された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上
記他の信号との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ
抽出工程と、
　上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変
換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票
して集計する集計工程と、
　当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価工程と
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　 号処理プログラムが記録されたコンピュータ制御可能な
記録媒体。
【請求項１５】
　複数の信号を入力し、当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割す
る分割工程と、
　各小領域をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基
づいて選択された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上
記他の信号との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ
抽出工程と、
　上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変
換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票
して集計する集計工程と、
　当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価工程と、
　上記複数の信号間の類似する区間を検出する類似区間検出工程と、
　上記類似区間検出工程で検出された上記複数の信号間の類似する区間を符号化する第１
の符号化工程と、
　上記類似する区間以外を符号化する第２の符号化工程と
　 号処理プログラムが記録されたコンピュータ制御可能な
記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、信号処理方法及びその装置、信号処理プログラム、並びに信号処理プログラム
の記録された記録媒体に関し、特に、複数の信号同士又は一の信号の異なる部分区間同士
の類似性を評価する信号処理方法及びその装置、信号処理プログラム、並びに信号処理プ
ログラムの記録された記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、２つの信号の類似性を評価する手法として、相関法が用いられている。なお、相関
法は、整合フィルタとも呼称される。
【０００３】
この相関法では、２つの信号間の時間をずらしながら相関をとり、最大となる時刻の相関
値により類似性を評価することができ、１つの信号の他方の信号に対する信号対雑音比を
最大にするという意味で最適な比較手法であるといえる。特に、検出したいパターンが既
知の場合の、ノイズに汚された観測信号からのパターン検出法として、信号検出、音響処
理、画像処理、或いはレーダ技術等の広い分野で用いられている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、この相関法は、原信号が既知ではない２つの観測信号の類似性を評価する場合
や、信号やノイズが非定常的である場合には、雑音成分の非定常性に支配され、必ずしも
適正な比較手法とはならない場合がある。以下、具体的に説明する。
【０００５】
図１３（Ａ）及び図１３（Ｂ）に、互いに類似する信号を含んだ２つの観測信号Ａ、Ｂを
示す。この観測信号に含まれる類似信号には、３００サンプルのずれがあり、また、振幅
は、１．５倍程度異なる。また、それぞれの観測信号は、非定常的な雑音信号に汚され、
図中矢印で示した区間では、信号対雑音比よく観測され、両信号は比較的類似しているも
のの、他の部分では、雑音信号が多く、両信号は殆ど類似していない。当然のことながら
、どの区間の信号対雑音比がよいのか、すなわち、類似評価に適するのかは、事前には分
からないものである。
【０００６】
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このような観測信号のうち、観測信号Ａの０から５００サンプルの部分をテンプレートと
して、観測信号Ｂとの相関値を相関法により計算した結果を図１３（Ｃ）に示す。図１３
（Ｃ）の矢印で示すように、平行移動量が３００サンプル付近に相関のピークが観察され
るが、他のピークに比べて有意に大きいとはいえず、また、絶対値も０．３程度であり、
十分に高いとはいえない。このように、相関法では、上述したような信号やノイズが非定
常的である観測信号間の類似性を適切に評価することができない。
【０００７】
本発明は、このような従来の実情に鑑みて提案されたものであり、原信号が未知である２
つの観測信号の類似性を評価する場合や、信号やノイズが非定常的である場合においても
、自動的に雑音成分が支配的な区間を排除して、類似性の高い区間を抽出し、同時にその
ような区間を用いて類似性を評価することを可能とする信号処理方法及びその装置、信号
処理プログラム、並びに信号処理プログラムの記録された記録媒体を提供することを目的
とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上述した目的を達成するため、本発明に係る信号処理方法は、複数の信号を入力し、当
該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割する分割工程と、各小領域を
シフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基づいて選択さ
れた１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上記他の信号と
の信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ抽出工程と、
上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変換
パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票し
て集計する集計工程と、当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する
類似性評価工程とを有することを特徴としている。
【０００９】
　ここで、本発明に係る信号処理方法は、上記複数の信号間の類似する区間を検出する類
似区間検出工程をさらに有してもよい。
【００１０】
　また、本発明に係る信号処理方法では、各小領域と上記他の信号との類似度が最大とな
る位置までのシフト量と、当該位置における拡大率とを変換パラメータとすることができ
る。
【００１１】
　このような信号処理方法では、入力された複数の信号の少なくとも１つが複数の小領域
に分割され、その小領域毎に他の信号との類似性が求められ、それらを集計することによ
って複数の信号間の類似性が評価される。
【００１２】
　また、上述した目的を達成するため、本発明に係る信号処理方法は、複数の信号を入力
し、当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割する分割工程と、各小
領域をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基づいて
選択された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上記他の
信号との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ抽出工
程と、上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上
記変換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を
投票して集計する集計工程と、当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評
価する類似性評価工程と、上記複数の信号間の類似する区間を検出する類似区間検出工程
と、上記類似区間検出工程で検出された上記複数の信号間の類似する区間を符号化する第
１の符号化工程と、上記類似する区間以外を符号化する第２の符号化工程とを有すること
を特徴としている。
【００１３】
　ここで、上記第１の符号化工程では、上記類似する区間の開始位置、拡大率及び当該類
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似する区間の長さの情報を符号化することができる。
【００１４】
　このような信号処理方法では、入力された複数の信号の少なくとも１つが複数の小領域
に分割され、その小領域毎に他の信号との類似性が求められ、それらを集計することによ
って複数の信号間の類似性が評価される。そして、その類似性に基づいて、複数の信号間
の類似する区間が検出され、その類似する区間とそれ以外の区間とが別々に符号化される
。
【００１５】
　また、上述した目的を達成するため、本発明に係る信号処理装置は、複数の信号を入力
し、当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割する分割手段と、各小
領域をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基づいて
選択された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上記他の
信号との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ抽出手
段と、上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上
記変換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を
投票して集計する集計手段と、当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評
価する類似性評価手段とを備えることを特徴としている。
【００１８】
　このような信号処理装置は、入力された複数の信号の少なくとも１つを複数の小領域に
分割し、その小領域毎に他の信号との類似性を求め、それらを集計することによって複数
の信号間の類似性を評価する。
【００１９】
　また、上述した目的を達成するため、本発明に係る信号処理装置は、複数の信号を入力
し、当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割する分割手段と、各小
領域をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基づいて
選択された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上記他の
信号との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ抽出手
段と、上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上
記変換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を
投票して集計する集計手段と、当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評
価する類似性評価手段と、上記複数の信号間の類似する区間を検出する類似区間検出手段
と、上記類似区間検出手段によって検出された上記複数の信号間の類似する区間を符号化
する第１の符号化手段と、上記類似する区間以外を符号化する第２の符号化手段とを備え
ることを特徴としている。
【００２１】
　このような信号処理装置は、入力された複数の信号の少なくとも１つを複数の小領域に
分割し、その小領域毎に他の信号との類似性を求め、それらを集計することによって複数
の信号間の類似性を評価する。そして、その類似性に基づいて、複数の信号間の類似する
区間を検出し、その類似する区間とそれ以外の区間とを別々に符号化する。
【００２２】
　また、上述した目的を達成するため、本発明に係る信号処理プログラムは、複数の信号
を入力し、当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割する分割工程と
、各小領域をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基
づいて選択された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上
記他の信号との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ
抽出工程と、上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間
中の上記変換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づ
く値を投票して集計する集計工程と、当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似
性を評価する類似性評価工程とをコンピュータに実行させることを特徴としている。
【００２５】
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　このような信号処理プログラムは、入力された複数の信号の少なくとも１つを複数の小
領域に分割し、その小領域毎に他の信号との類似性を求め、それらを集計することによっ
て複数の信号間の類似性を評価する。
【００２６】
　また、上述した目的を達成するため、本発明に係る信号処理プログラムは、複数の信号
を入力し、当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割する分割工程と
、各小領域をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基
づいて選択された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上
記他の信号との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ
抽出工程と、上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間
中の上記変換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づ
く値を投票して集計する集計工程と、当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似
性を評価する類似性評価工程と、上記複数の信号間の類似する区間を検出する類似区間検
出工程と、上記類似区間検出工程で検出された上記複数の信号間の類似する区間を符号化
する第１の符号化工程と、上記類似する区間以外を符号化する第２の符号化工程とをコン
ピュータに実行させることを特徴としている。
【００２８】
　このような信号処理プログラムは、入力された複数の信号の少なくとも１つを複数の小
領域に分割し、その小領域毎に他の信号との類似性を求め、それらを集計することによっ
て複数の信号間の類似性を評価する。そして、その類似性に基づいて、複数の信号間の類
似する区間を検出し、その類似する区間とそれ以外の区間とを別々に符号化する。
【００２９】
　また、上述した目的を達成するため、本発明に係る記録媒体は、複数の信号を入力し、
当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割する分割工程と、各小領域
をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基づいて選択
された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上記他の信号
との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ抽出工程と
、上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変
換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票
して集計する集計工程と、当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価す
る類似性評価工程とをコンピュータに実行させる信号処理プログラムが記録されたコンピ
ュータ制御可能なものである。
【００３２】
　このような記録媒体に記録されている信号処理プログラムは、入力された複数の信号の
少なくとも１つを複数の小領域に分割し、その小領域毎に他の信号との類似性を求め、そ
れらを集計することによって複数の信号間の類似性を評価する。
【００３３】
　また、上述した目的を達成するため、本発明に係る記録媒体は、複数の信号を入力し、
当該複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割する分割工程と、各小領域
をシフトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基づいて選択
された１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上記他の信号
との信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ抽出工程と
、上記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変
換パラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票
して集計する集計工程と、当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価す
る類似性評価工程と、上記複数の信号間の類似する区間を検出する類似区間検出工程と、
上記類似区間検出工程で検出された上記複数の信号間の類似する区間を符号化する第１の
符号化工程と、上記類似する区間以外を符号化する第２の符号化工程とをコンピュータに
実行させる信号処理プログラムが記録されたコンピュータ制御可能なものである。
【００３５】
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　このような記録媒体に記録されている信号処理プログラムは、入力された複数の信号の
少なくとも１つを複数の小領域に分割し、その小領域毎に他の信号との類似性を求め、そ
れらを集計することによって複数の信号間の類似性を評価する。そして、その類似性に基
づいて、複数の信号間の類似する区間を検出し、その類似する区間とそれ以外の区間とを
別々に符号化する。
【００３６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明す
る。この実施の形態は、本発明を、複数の信号若しくは一の信号の異なる部分区間に同一
若しくは類似する信号成分が含まれる場合の類似性を評価し、類似部分を抽出する信号処
理装置に適用したものである。この信号処理装置について説明する前に、先ず、本実施の
形態における類似性評価手法の原理について説明する。
【００３７】
先ず、比較する２つの信号を f(x)， g(x)とし、ｐを変換パラメータとする所定の変換群を
Ｈｐ [・ ]、雑音成分を n(x)とすると、両信号は、以下の式（１）に示す関係で表すことが
できる。
【００３８】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
【００３９】
ここで、所定の変換Ｈｐ [・ ]を信号 f(x)に適用した結果が信号 g(x)と類似している場合に
は、雑音成分 n(x)は、小さな値の関数となるが、全く似ていない場合には、雑音成分 n(x)
は、大きな値の関数となる。つまり、式（１）のような表現をとることで、信号 f(x)と信
号 g(x)とが類似するとは、ある変換パラメータｐに関して、雑音成分 n(x)が信号 g(x)に対
して十分小さくなることであると捉えることができる。なお、最も代表的な変換例として
拡大及び平行移動を考えれば、両信号は、以下の式（２）に示す関係で表すことができる
。ここで、式（２）において、ａは、拡大率を示し、ｙは、平行移動量を示す。
【００４０】
【数２】
　
　
　
　
　
　
　
【００４１】
両信号が式（２）のような関係で表される場合、信号 f(x)と信号 g(x)とが類似するとは、
雑音成分 n(x)が十分小さくなるような拡大率ａ及び平行移動量ｙが存在するということに
なる。
【００４２】
ところで、よく知られているように、雑音成分 n(x)のエネルギを信号 g(x)のエネルギに対
して最小にするような拡大率ａ及び平行移動量ｙは、相関法によって求めることができる
。
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【００４３】
しかしながら、雑音成分 n(x)が非定常的であり、部分的には弱く、部分的には非常に強い
という場合、すなわち、信号 g(x)が以下の式（３）を満たすような条件のもとでは、信号
全体を一様に最適化する相関法によっては、前述したように、必ずしも適切に拡大率ａ及
び平行移動量ｙを求めることができない。
【００４４】
【数３】
　
　
　
　
　
　
　
【００４５】
そこで、本実施の形態では、局所的な類似性を求め、それらを統合することによって、全
体の類似性を評価する。
【００４６】
本実施の形態における手法では、先ず、図１（Ａ）に示すように、以下の式（４）に従っ
て、信号 f(x)をＩ個の小さな部分区間信号 fｉ (x)に分割する。ここで、式（４）において
、ｘｉ は、それぞれの部分区間の端点を示し、ｉ（＝０，１，・・・，Ｉ－１）は、部分
区間のインデックスを示す。なお、分割数が図１（Ａ）の例に限定されないことは勿論で
あり、任意に設定することができる。また、図１（Ａ）では、それぞれの部分区間が重な
らないように分割しているが、重なりを持たせて部分区間をとるようにしても構わない。
【００４７】
【数４】
　
　
　
　
　
　
　
【００４８】
次に、各部分区間信号 fｉ (x)及び信号 g(x)について、以下の式（５）に示すような、信号
エネルギに対する雑音エネルギＪ（ａ，ｙ）を最小にする拡大率ａ＝ａｉ 、平行移動量ｙ
＝ｙｉ 及びそのときの類似度ｓｉ を求める。ここで、拡大率ａとは、部分区間信号 fｉ (x)
のパターンが信号 g(x)のパターンと最も一致するような大きさとなる乗算係数である。
【００４９】
【数５】
　
　
　
　
　
　
　
【００５０】
これは、２次最小化問題に帰着し、以下の式（６）及び式（７）のように平行移動量ｙｉ

及び拡大率ａｉ を求めることができる。
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【００５１】
【数６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５２】
この式（６）は、平行移動量ｙｉ が部分区間信号 fｉ (x)と信号 g(x)との相関（の自乗）を
最大にするシフト量として求まることを意味し、式（７）は、そのとき最も雑音エネルギ
を小さくする拡大率としてａｉ が求まることを示している。例えば、部分区間信号 fｉ (x)
と信号 g(x)との相関（の自乗）を最大にする信号 g(x)上の区間として、図１（Ｂ）の矢印
に示すような区間が求められる。
【００５３】
このとき、部分区間信号 fｉ (x)と信号 g(x)との間の類似度ｓｉ は、以下の式（８）に示す
ように、最大相関値の自乗として求められる。
【００５４】
【数７】
　
　
　
　
　
　
　
【００５５】
続いて、全ての部分区間ｉについて、平行移動量ｙｉ 、拡大率ａｉ 及び類似度ｓｉ が求ま
った後、投票法によって各部分区間の類似度を統合する。ここで、投票法とは、以下の式
（９）で表されるように、平行移動量ｙ及び拡大率ａを適当な升目で区切って構成される
特徴空間ｈ（ｙ，ａ）に対し、図１（Ｃ）の矢印に示すように、平行移動量ｙｉ 及び拡大
率ａｉ が対応する升目に類似度ｓｉ を積算して集計することをいい、一種のヒストグラム
作成に相当する。なお、式（９）において、δ（ｙ，ａ）は、クロネッカーのデルタであ
り、ｙ≒ｙｉ ，ａ≒ａｉ で１、それ以外で０となる関数を表す。また、全体をＩで割って
いるのは、総投票数、すなわち小領域分割数に依存せず、積算値を［０，１］に規格化す
るためである。
【００５６】
【数８】
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【００５７】
このとき、類似性の高い部分から得られる平行移動量ｙｉ 、拡大率ａｉ 及び類似度ｓｉ は
、上述した式（３）に示されるように、共通の平行移動量ｙｉ 及び拡大率ａｉ を有してお
り、また類似度ｓｉ は、比較的大きな値を有するため、投票操作により一定の場所に大き
なピークを形成する。
【００５８】
一方、非類似部分から得られる平行移動量ｙｉ 、拡大率ａｉ 及び類似度ｓｉ は、平行移動
量ｙｉ 及び拡大率ａｉ が偶然のものであるため一定せず、また、類似度ｓｉ は、比較的小
さな値となるため、投票操作により分散され、大きなピークは形成しない。
【００５９】
ここで、前述した図１３（Ａ），（Ｂ）の信号に対して本手法を適用した投票結果を図２
に示す。図２から分かるように、平行移動量３００サンプル、拡大率１．５の付近に大き
なピークを形成しているが、他の部分では大きなピークを形成していない。
【００６０】
全てのｉ（＝０，１，・・・Ｉ－１）に関して投票した後、以下の式（１０）、式（１１
）で表されるように、最大となるピーク位置を（ｙｍ ，ａｍ ）とし、そのときの類似度ｓ

ｉ の積算値を最大類似度ｓｍ とする。
【００６１】
【数９】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６２】
最大類似度ｓｍ が予め定める閾値 sｔ ｈ ｓ ｄ を超えていなければ、信号 f(x)と g(x)とは類
似していないと判定する。逆に、最大類似度ｓｍ が閾値 sｔ ｈ ｓ ｄ 以上ならば、類似して
いる、或いは類似部分があると判定する。なお、このときの両者の類似度は、最大類似度
ｓｍ である。
【００６３】
このように、本実施の形態では、局所的な類似性を求め、それらを統合することによって
、全体の類似性を評価することができる。
【００６４】
また、升目（ｙｍ ，ａｍ ）に対して投票した小領域を逆に求めることで、 f(x)の中で g(x)
と類似する信号区間を求めることができる。具体的には、例えば各部分区間信号 fｉ (x)に
ついて類似度ｓｉ を求めた際の平行移動量ｙｉ 及び拡大率ａｉ を記憶しておき、ピーク位
置における平行移動量ｙｍ 及び拡大率ａｍ と十分近いもののみを選択することで、類似区
間を検出する。
【００６５】
上述したような演算の結果得られる類似区間を図３に示す。図３中、１の部分が類似して
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いると判定された区間を示し、０の部分が類似しているとは判定されなかった区間を示す
。図１３（Ａ）の信号と比較すると、図１３（Ａ）において矢印で示した区間が１となっ
ており、確かに類似区間を検出できていることが確認できる。
【００６６】
なお、上述した説明では、式（５）及び式（６）において、信号エネルギに対する雑音エ
ネルギＪ（ａ，ｙ）を最小にする拡大率ａ＝ａｉ 、平行移動量ｙ＝ｙｉ を求めたが、これ
に限定されるものではなく、信号エネルギに対する雑音エネルギＪ（ａ，ｙ）が所定値以
下のものを全て投票するようにしても構わない。
【００６７】
また、上述の説明では、式（１０）、式（１１）で求めたピーク位置での類似度の最大類
似度ｓｍ についてのみ閾値 sｔ ｈ ｓ ｄ と比較し、閾値 sｔ ｈ ｓ ｄ を超えている場合に、その
ピークに投票した小領域を逆に求めたが、これに限定されるものではなく、閾値 sｔ ｈ ｓ

ｄ を超えるピーク全てについて、そのピークに投票した小領域を求めるようにしても構わ
ない。これにより、信号 g(x)中に信号 f(x)と類似する区間が複数ある場合にも、それらの
全てを抽出することができる。
【００６８】
以上、本実施の形態における類似性評価手法の原理について説明した。次に、本実施の形
態における信号処理装置１０の概略構成について、図４を用いて説明する。なお、以下の
説明において、信号処理装置１０は、第１の信号及び第２の信号を入力して、その類似性
を評価するものとして説明するが、１つの信号のみを入力し、その信号の異なる部分区間
同士の類似性を評価するようにしても構わない。
【００６９】
図４に示すように、本実施の形態における信号処理装置１０は、領域分割部１１と、類似
度計算部１２と、投票部１３と、類似判定部１４と、類似区間検出部１５とを備える。
【００７０】
領域分割部１１は、第１の信号を小領域に分割する。なお、上述したように分割数は、任
意に設定することができ、重なりを持たせて小領域をとるようにしても構わない。
【００７１】
類似度計算部１２は、領域分割部１１において分割された小領域のそれぞれについて、第
２の信号との間で相関を計算する。そして類似度計算部１２は、得られた類似度、すなわ
ち相関値の自乗の中で最も値の大きいものを探索し、その類似度ｓ、時間差ｔ及び拡大率
ａを取得する。ここで、拡大率ａとは、小領域のパターンが第２の信号のパターンと最も
一致するような大きさとなる乗算係数である。
【００７２】
投票部１３は、得られた類似度ｓ、時間差ｔ及び拡大率ａを投票空間に投票する。投票空
間は、時間差ｔと拡大率ａを変数とし、類似度ｓの積算を値とする特徴空間であり、小領
域から得られる時間差ｔ、拡大率ａの位置に類似度ｓを積算する。
【００７３】
上述したように、第１の信号と第２の信号との間に類似する信号成分が含まれている場合
、該当する小領域においては、そのパターンが類似するため、類似度ｓは高く、その時間
差ｔ及び拡大率ａは他の小領域と概ね一致する。
【００７４】
一方、類似しない部分に該当する小領域では、偶然に最も類似する位置にて最大となる類
似度が取得されるため、概してその類似度ｓは低く、その時間差ｔ及び拡大率ａは他の小
領域とは無関係なものとなる。
【００７５】
従って、類似する信号成分がある場合には、それに対応する複数の小領域の投票が同じ位
置に集中するため、有意な大きさのピークを形成することが期待され、類似する信号成分
がない場合には、そもそも類似度が小さく、また、全ての投票が異なる位置に分散するた
め、有意なピークは形成されない。
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そこで類似判定部１４は、全ての小領域に関して投票が行われた後、投票空間中の最大類
似度ｓｍ を探索し、その最大類似度ｓｍ を閾値ｓｔ ｈ ｓ ｄ と比較することで、類似判定を
行う。
【００７６】
類似領域検出部１５は、類似判定部１４において類似していると判定された場合に、類似
している領域を検出する。類似領域検出部１５は、例えば、各小領域の時間差ｔ及び拡大
率ａがピーク位置の時間差ｔｍ 及び拡大率ａｍ と十分近いもののみを選択することで、類
似領域を検出する。
【００７７】
以下、上述したような構成を有する信号処理装置１０の動作について、図５のフローチャ
ートを用いて説明する。先ずステップＳ１０において、第１の信号を上述したように小領
域に分割し、続くステップＳ１１において、その小領域の中から１つの小領域を選択する
。
【００７８】
ステップＳ１２では、ステップＳ１１において選択された小領域について、第２の信号と
の相関を計算する。
【００７９】
ステップＳ１３では、ステップＳ１２において得られた類似度の中で最も値の大きいもの
を探索し、その類似度ｓ、時間差ｔ及び拡大率ａを取得する。
【００８０】
続くステップＳ１４では、ステップＳ１３において得られた類似度ｓ、時間差ｔ及び拡大
率ａを投票空間に投票する。すなわち、小領域から得られる時間差ｔ、拡大率ａの位置に
類似度ｓを積算する。
【００８１】
ステップＳ１５では、全ての小領域について処理を終えたか否かが判別される。ステップ
Ｓ１５において、処理を終えていない小領域がある場合には、ステップＳ１１に戻って、
残りの小領域について上述の処理を繰り返し、全ての小領域の処理を終えている場合には
、ステップＳ１６に進む。
【００８２】
ステップＳ１６では、投票空間中の最大類似度ｓｍ を探索して取得し、続くステップＳ１
７では、その最大類似度ｓｍ が所定の閾値ｓｔ ｈ ｓ ｄ を超えているか否かが判別される。
ステップＳ１７において、最大類似度ｓｍ が所定の閾値ｓｔ ｈ ｓ ｄ を超えていない場合（
No）、有意なピークが形成されていないとしてステップＳ２０に進み、第１の信号と第２
の信号とは類似しないと判定して終了する。ステップＳ１７において、最大類似度ｓｍ が
所定の閾値ｓｔ ｈ ｓ ｄ を超えている場合（ Yes）、有意なピークが形成されているとして
ステップＳ１８に進む。
【００８３】
ステップＳ１８では、第１の信号と第２の信号とは類似していると判定し、その時間差ｔ

ｍ 及び拡大率ａｍ を取得する。また、第１の信号と第２の信号との類似度を最大類似度ｓ

ｍ とする。
【００８４】
ステップＳ１９では、類似している領域を検出する。すなわち、各小領域の時間差ｔ及び
拡大率ａがピーク位置の時間差ｔｍ 及び拡大率ａｍ と十分近いもののみを選択して終了す
る。
【００８５】
信号処理装置１０は、以上のような処理を行うことで、ノイズが非定常的である観測信号
間の類似性を適切に評価することができ、また、その類似部分を信号中から抽出すること
ができる。
【００８６】
以上説明した信号処理装置１０は、例えば図６に示すような符号化装置２０に用いること
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ができる。この符号化装置２０は、上述した信号処理装置１０を設け、例えば音響信号波
形など、繰り返し同様の波形が出現する信号について、予め類似する波形部分を検出して
別途符号化することで、符号化効率（圧縮効率）の向上を図るものである。
【００８７】
図６に示すように、符号化装置２０は、部分区間選択部２１と、類似区間検出部２２と、
類似成分減算部２３と、類似成分符号化部２４と、信号符号化部２５と、統合部２６とを
備える。ここで、類似区間検出部２２は、上述した信号処理装置１０に相当するものであ
る。
【００８８】
以下、このような構成を有する符号化装置２０の動作について、図７のフローチャートと
図８乃至図１１とを用いて説明する。
【００８９】
先ずステップＳ３０において、部分区間選択部２１は、図８に示すように、入力された第
１の信号から適当な長さ、例えば長さ１秒の第１の部分区間を選択し、続くステップＳ３
１において、それとは異なる第２の部分区間、例えば第１の部分区間に引き続く１０秒を
選択する。
【００９０】
続いてステップＳ３２において、類似区間検出部２２は、第２の部分区間の中で第１の部
分区間と類似する区間があるか否かを検出する。ステップＳ３２において、類似する区間
がある場合（ Yes）にはステップＳ３３に進み、類似する区間がない場合にはステップＳ
３４に進む。
【００９１】
ステップＳ３３では、図９に示すように、類似区間検出部２２がその類似区間の開始時刻
（Ｔａ ，Ｔ２ ）、拡大率（ａ２ ）及び類似区間の長さ（Ｌ２ ）を検出し、類似成分符号化
部２４がこれらを符号化してステップＳ３２に戻り、さらに類似する区間を検出する。図
９では、さらに２箇所（Ｔｂ ，Ｔ３ ，Ａ３ ，Ｌ３ ），（Ｔｃ ，Ｔ４ ，Ａ４ ，Ｌ４ ）が検出
された例を示している。
【００９２】
類似する区間を全て検出及び符号化した後、ステップＳ３４では、図１０に示すように、
類似成分減算部２３が、第２の部分区間から第１の部分区間と類似する区間を減算する。
なお、減算の際には、検出された拡大率を用いて大きさを合わせて減算する。減算後には
、それぞれの類似区間で非類似成分が残る。
【００９３】
ステップＳ３５では、信号符号化部２５が第１の部分区間の信号を、一般的な信号符号化
方法（例えばサブバンド符号化や変換符号化等）を用いて符号化する。
【００９４】
ステップＳ３６では、統合部２６が、ステップＳ３３で符号化された開始時間等の情報と
ステップＳ３５で符号化された第１の部分区間の信号とを１つの符号化信号として統合し
て出力し、図１１に示すように、新たに第１の部分区間を取り直し、処理を繰り返す。
【００９５】
統合された符号化信号の一例を図１２に示す。図１２から分かるように、例えば第１の部
分区間の信号の符号の後に、第２の部分区間の中で第１の部分区間と類似する区間の開始
時刻、拡大率及び長さが符号化された符号が続き、それに引き続き、次の部分区間に対す
る符号が並ぶ。
【００９６】
この符号化装置２０によれば、最初の部分区間では、一般的な符号化方法がそのまま適用
されるため、符号化効率は、一般的な符号化方法によるものと変わらないが、２番目以降
の部分区間では、最初の部分区間の信号と類似する成分が予め減算されているため、信号
の持つ情報量が減少し、通常の符号化方法をそのまま適用するよりも符号化効率を向上さ
せることができる。
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【００９７】
以上説明したように、本実施の形態における信号処理装置によれば、信号を小領域に分割
し、その小領域毎に類似性を求め、それらを統合して全体の類似性を評価することにより
、一般的な相関法等では検出することが困難な非定常的なノイズ信号下においても類似性
を評価することができる。
【００９８】
また、この信号処理装置を符号化装置に設け、繰り返し同様の波形が出現する信号につい
て、予め類似する波形部分を検出して別途符号化することで、符号化効率（圧縮効率）を
向上させることができる。
【００９９】
この他、本実施の形態における信号処理方法は、信号検出、音響処理、画像処理、レーダ
技術等のあらゆる信号処理分野において類似信号を検出する際に適用することができる。
【０１００】
なお、本発明は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱
しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。
【０１０１】
例えば、上述の説明では、最も一般的である拡大変換及びシフト変換を行い、拡大率及び
平行移動量を変換パラメータとして用いたが、これに限定されるものではなく、非線形変
換を含むあらゆる変換に適用することができる。
【０１０２】
また、上述の説明では、最も一般的な類似性評価量である２次誤差エネルギを最小化する
手法、すなわち相関法を用いたが、これに限定されるものではなく、他の類似性評価量に
対しても適用することができる。
【０１０３】
【発明の効果】
　以上詳細に説明したように、本発明に係る信号処理方法は、複数の信号を入力し、当該
複数の信号のうち、少なくとも１つを複数の小領域に分割する分割工程と、各小領域をシ
フトさせながら各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基づいて選択され
た１つ又は複数の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上記他の信号との
信号強度の比である拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ抽出工程と、上
記シフト量と上記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変換パ
ラメータで示される位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票して
集計する集計工程と、当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類
似性評価工程とを有することを特徴としている。
【０１０４】
　ここで、本発明に係る信号処理方法は、上記複数の信号間の類似する区間を検出する類
似区間検出工程をさらに有してもよい。
【０１０５】
　また、本発明に係る信号処理方法では、各小領域と上記他の信号との類似度が最大とな
る位置までのシフト量と、当該位置における拡大率とを変換パラメータとすることができ
る。
【０１０６】
　このような信号処理方法では、入力された複数の信号の少なくとも１つが複数の小領域
に分割され、その小領域毎に他の信号との類似性が求められ、それらを集計することによ
って複数の信号間の類似性が評価される。
【０１０７】
これにより、一般的な相関法等では検出することが困難な非定常的なノイズ信号下におい
ても類似性を評価することができる。
【０１０８】
　また、本発明に係る信号処理方法は、複数の信号を入力し、当該複数の信号のうち、少
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なくとも１つを複数の小領域に分割する分割工程と、各小領域をシフトさせながら各小領
域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基づいて選択された１つ又は複数の位置
までのシフト量と、当該位置における各小領域と上記他の信号との信号強度の比である拡
大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ抽出工程と、上記シフト量と上記拡大
率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変換パラメータで示される位
置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票して集計する集計工程と、
当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価工程と、上記
複数の信号間の類似する区間を検出する類似区間検出工程と、上記類似区間検出工程で検
出された上記複数の信号間の類似する区間を符号化する第１の符号化工程と、上記類似す
る区間以外を符号化する第２の符号化工程とを有することを特徴としている。
【０１０９】
　ここで、上記第１の符号化工程では、上記類似する区間の開始位置、拡大率及び当該類
似する区間の長さの情報を符号化することができる。
【０１１０】
　このような信号処理方法では、入力された複数の信号の少なくとも１つが複数の小領域
に分割され、その小領域毎に他の信号との類似性が求められ、それらを集計することによ
って複数の信号間の類似性が評価される。そして、その類似性に基づいて、複数の信号間
の類似する区間が検出され、その類似する区間とそれ以外の区間とが別々に符号化される
。
【０１１１】
これにより、通常の符号化方法によって符号化する場合と比較して、符号化効率を向上さ
せることができる。
【０１１２】
　また、本発明に係る信号処理装置は、複数の信号を入力し、当該複数の信号のうち、少
なくとも１つを複数の小領域に分割する分割手段と、各小領域をシフトさせながら各小領
域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基づいて選択された１つ又は複数の位置
までのシフト量と、当該位置における各小領域と上記他の信号との信号強度の比である拡
大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ抽出手段と、上記シフト量と上記拡大
率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変換パラメータで示される位
置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票して集計する集計手段と、
当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価手段とを備え
ることを特徴としている。
【０１１５】
　このような信号処理装置は、入力された複数の信号の少なくとも１つを複数の小領域に
分割し、その小領域毎に他の信号との類似性を求め、それらを集計することによって複数
の信号間の類似性を評価する。
【０１１６】
これにより、一般的な相関法等では検出することが困難な非定常的なノイズ信号下におい
ても類似性を評価することができる。
【０１１７】
　また、本発明に係る信号処理装置は、複数の信号を入力し、当該複数の信号のうち、少
なくとも１つを複数の小領域に分割する分割手段と、各小領域をシフトさせながら各小領
域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基づいて選択された１つ又は複数の位置
までのシフト量と、当該位置における各小領域と上記他の信号との信号強度の比である拡
大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ抽出手段と、上記シフト量と上記拡大
率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変換パラメータで示される位
置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票して集計する集計手段と、
当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価手段と、上記
複数の信号間の類似する区間を検出する類似区間検出手段と、上記類似区間検出手段によ
って検出された上記複数の信号間の類似する区間を符号化する第１の符号化手段と、上記
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類似する区間以外を符号化する第２の符号化手段とを備えることを特徴としている。
【０１１９】
　このような信号処理装置は、入力された複数の信号の少なくとも１つを複数の小領域に
分割し、その小領域毎に他の信号との類似性を求め、それらを集計することによって複数
の信号間の類似性を評価する。そして、その類似性に基づいて、複数の信号間の類似する
区間を検出し、その類似する区間とそれ以外の区間とを別々に符号化する。
【０１２０】
これにより、通常の符号化方法によって符号化する場合と比較して、符号化効率を向上さ
せることができる。
【０１２１】
　また、本発明に係る信号処理プログラムは、複数の信号を入力し、当該複数の信号のう
ち、少なくとも１つを複数の小領域に分割する分割工程と、各小領域をシフトさせながら
各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基づいて選択された１つ又は複数
の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上記他の信号との信号強度の比で
ある拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ抽出工程と、上記シフト量と上
記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変換パラメータで示さ
れる位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票して集計する集計工
程と、当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価工程と
をコンピュータに実行させることを特徴としている。
【０１２４】
　このような信号処理プログラムは、入力された複数の信号の少なくとも１つを複数の小
領域に分割し、その小領域毎に他の信号との類似性を求め、それらを集計することによっ
て複数の信号間の類似性を評価する。
【０１２５】
これにより、一般的な相関法等では検出することが困難な非定常的なノイズ信号下におい
ても類似性を評価することができる。
【０１２６】
　また、本発明に係る信号処理プログラムは、複数の信号を入力し、当該複数の信号のう
ち、少なくとも１つを複数の小領域に分割する分割工程と、各小領域をシフトさせながら
各小領域と他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基づいて選択された１つ又は複数
の位置までのシフト量と、当該位置における各小領域と上記他の信号との信号強度の比で
ある拡大率とを変換パラメータとして抽出するパラメータ抽出工程と、上記シフト量と上
記拡大率とを軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変換パラメータで示さ
れる位置に、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票して集計する集計工
程と、当該集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価工程と
、上記複数の信号間の類似する区間を検出する類似区間検出工程と、上記類似区間検出工
程で検出された上記複数の信号間の類似する区間を符号化する第１の符号化工程と、上記
類似する区間以外を符号化する第２の符号化工程とをコンピュータに実行させることを特
徴としている。
【０１２８】
　このような信号処理プログラムは、入力された複数の信号の少なくとも１つを複数の小
領域に分割し、その小領域毎に他の信号との類似性を求め、それらを集計することによっ
て複数の信号間の類似性を評価する。そして、その類似性に基づいて、複数の信号間の類
似する区間を検出し、その類似する区間とそれ以外の区間とを別々に符号化する。
【０１２９】
　これにより、通常の符号化方法によって符号化する場合と比較して、符号化効率を向上
させることができる。
【０１３０】
　また、本発明に係る記録媒体は、複数の信号を入力し、当該複数の信号のうち、少なく
とも１つを複数の小領域に分割する分割工程と、各小領域をシフトさせながら各小領域と
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他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基づいて選択された１つ又は複数の位置まで
のシフト量と、当該位置における各小領域と上記他の信号との信号強度の比である拡大率
とを変換パラメータとして抽出するパラメータ抽出工程と、上記シフト量と上記拡大率と
を軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変換パラメータで示される位置に
、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票して集計する集計工程と、当該
集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価工程とをコンピュ
ータに実行させる信号処理プログラムが記録されたコンピュータ制御可能なものである。
【０１３３】
　このような記録媒体に記録されている信号処理プログラムは、入力された複数の信号の
少なくとも１つを複数の小領域に分割し、その小領域毎に他の信号との類似性を求め、そ
れらを集計することによって複数の信号間の類似性を評価する。
【０１３４】
これにより、一般的な相関法等では検出することが困難な非定常的なノイズ信号下におい
ても類似性を評価することができる。
【０１３５】
　また、本発明に係る記録媒体は、複数の信号を入力し、当該複数の信号のうち、少なく
とも１つを複数の小領域に分割する分割工程と、各小領域をシフトさせながら各小領域と
他の信号との類似度を計算し、当該類似度に基づいて選択された１つ又は複数の位置まで
のシフト量と、当該位置における各小領域と上記他の信号との信号強度の比である拡大率
とを変換パラメータとして抽出するパラメータ抽出工程と、上記シフト量と上記拡大率と
を軸とする空間を投票空間とし、当該投票空間中の上記変換パラメータで示される位置に
、当該変換パラメータに対応した類似度に基づく値を投票して集計する集計工程と、当該
集計の結果に基づき、上記複数の信号間の類似性を評価する類似性評価工程と、上記複数
の信号間の類似する区間を検出する類似区間検出工程と、上記類似区間検出工程で検出さ
れた上記複数の信号間の類似する区間を符号化する第１の符号化工程と、上記類似する区
間以外を符号化する第２の符号化工程とをコンピュータに実行させる信号処理プログラム
が記録されたコンピュータ制御可能なものである。
【０１３７】
　このような記録媒体に記録されている信号処理プログラムは、入力された複数の信号の
少なくとも１つを複数の小領域に分割し、その小領域毎に他の信号との類似性を求め、そ
れらを集計することによって複数の信号間の類似性を評価する。そして、その類似性に基
づいて、複数の信号間の類似する区間を検出し、その類似する区間とそれ以外の区間とを
別々に符号化する。
【０１３８】
　これにより、通常の符号化方法によって符号化する場合と比較して、符号化効率を向上
させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態における信号処理方法の原理を説明する図であり、同図（Ａ）は、
信号 f(x)を小領域に分割する様子を示し、同図（Ｂ）は、信号 g(x)中で類似する領域が検
出された様子を示し、同図（Ｃ）は、その領域のパラメータを投票空間に投票する様子を
示す。
【図２】同信号処理方法の原理を説明する図であり、所定の平行移動量及び拡大率の付近
にピークが形成される様子を示す。
【図３】同信号処理方法の原理を説明する図であり、類似する領域が抽出された例を示す
。
【図４】本実施の形態における信号処理装置の概略構成を説明する図である。
【図５】同信号処理装置の動作を説明するフローチャートである。
【図６】同信号処理装置を適用した符号化装置の概略構成を説明する図である。
【図７】同符号化装置の動作を説明するフローチャートである。
【図８】同符号化装置において、信号から第１の部分区間と第２の部分区間とを選択する

10

20

30

40

50

(18) JP 3823804 B2 2006.9.20



様子を説明する図である。
【図９】同符号化装置において、類似区間を抽出する様子を説明する図である。
【図１０】同符号化装置において、第１の部分区間を符号化する様子を説明する図である
。
【図１１】同符号化装置において、第１の部分区間及び第２の部分区間を新たに選択する
様子を説明する図である。
【図１２】同符号化装置において統合された符号化信号の一例を説明する図である。
【図１３】従来の相関法によって類似性を検出するのが困難な信号の例を説明する図であ
り、同図（Ａ）は、観測信号Ａの波形を示し、同図（Ｂ）は、観測信号Ｂの波形を示し、
同図（Ｃ）は、相関法によって求められた観測信号Ａと観測信号Ｂとの相関を示す。
【符号の説明】
１０　信号処理装置、１１　領域分割部、１２　類似度計算部、１３　投票部、１４　類
似判定部、１５　類似区間検出部、２０　符号化装置、２１　部分区間選択部、２２　類
似区間検出部、２３　類似成分減算部、２４　類似成分符号化部、２５　信号符号化部、
２６　統合部
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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