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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーディオコンテンツのビットストリーム表現（３００）において含まれるダウンミッ
クス信号表現（１１０；２１０）およびオブジェクト関連パラメトリック情報に基づいて
、および複数のオーディオオブジェクトの所望の寄与を１以上の出力オーディオチャネル
に定義するユーザ指定のレンダリングマトリックス（１４４，Ｍren）に依存して、アッ
プミックス信号表現（１３０；２３０）を提供するためのオーディオ処理装置（１００；
２００）であって、前記装置は、
　ユーザ指定のレンダリングマトリックス（Ｍren）と線形結合パラメータ（１４６；ｇD

CU）に基づく歪みのないターゲットレンダリングマトリックス（Ｍren,tar）との線形結
合を用いて、修正レンダリングマトリックス（１４２；Ｍren,lim）を得るために構成さ
れるディストーションリミッタ（１４０；２４０）と、
　前記修正レンダリングマトリックスを用いて、前記ダウンミックス信号表現および前記
オブジェクト関連パラメトリック情報に基づいて前記アップミックス信号表現を得るため
に構成される信号プロセッサ（１４８；２４８）と、を含み、
　ここで、前記装置は、前記線形結合パラメータを得るために、前記線形結合パラメータ
（１４６；ｇDCU）を表しているビットストリーム要素（３０６；ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ
ｅｔｅｒ）を評価するように構成される、装置（１００；２００）。
【請求項２】
　前記ディストーションリミッタは、前記ターゲットレンダリングマトリックス（Ｍren,
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tar）を得るために構成され、前記ターゲットレンダリングマトリックスは、歪みのない
ターゲットレンダリングマトリックスである、請求項１に記載の装置（１００；２００）
。
【請求項３】

【請求項４】
　前記ディストーションリミッタは、前記ターゲットレンダリングマトリックス（Ｍren,

tar）を得るために構成され、前記ターゲットレンダリングマトリックスは、ターゲット
レンダリングマトリックスに類似のダウンミックスである、請求項１ないし請求項３のい
ずれかに記載の装置（１００；２００）。
【請求項５】

【請求項６】
　前記ディストーションリミッタは、前記ターゲットレンダリングマトリックス（Ｍren,

tar）を得るために構成され、その結果、前記ターゲットレンダリングマトリックスは、
ベストエフォート型ターゲットレンダリングマトリックスである、請求項１ないし請求項
３のいずれかに記載の装置（１００；２００）。
【請求項７】
　前記ディストーションリミッタは、前記ターゲットレンダリングマトリックス（Ｍren,

tar）を得るために構成され、その結果、前記ターゲットレンダリングマトリックスは、
ダウンミックスマトリックス（Ｄ）および前記ユーザ指定のレンダリングマトリックス（
Ｍren）に依存する、請求項１ないし請求項３、または請求項６のいずれかに記載の装置
（１００；２００）。
【請求項８】
　前記ディストーションリミッタは、アップミックス信号表現を提供するための前記装置
の複数の出力オーディオチャネルのためのチャネル個別のエネルギー規格化値を含むマト
リックス（ＮBE）を算出するために構成され、前記装置の所与の出力オーディオチャネル
のためのエネルギー規格化値は、少なくとも、ほぼ、複数のオーディオオブジェクトのた
めの前記ユーザ指定のレンダリングマトリックスにおける前記所与の出力オーディオチャ
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ネルと関連するエネルギーレンダリング値の合計と前記複数のオーディオオブジェクトの
ためのエネルギーダウンミックス値の合計との間の比率を記載し、
　ここで、ディストーションリミッタは、前記所与の出力チャネルと関連する前記ターゲ
ットレンダリングマトリックス（Ｍren,tar）の一組のレンダリング値を得るために、チ
ャネル個別のエネルギー規格化値を用いて一組のダウンミックス値を拡大・縮小するため
に構成される、請求項１ないし請求項３、請求項６または請求項７のいずれかに記載の装
置（１００；２００）。
【請求項９】
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【請求項１０】
　前記ディストーションリミッタは、前記ユーザ指定のレンダリングマトリックス（Ｍre

n）およびダウンミックスマトリックス（Ｄ）に依存して、前記装置の複数の出力オーデ
ィオチャネルのためのチャネル個別のエネルギー規格化値を記載しているマトリックスを
算出するように構成され、
　ここで、前記ディストーションリミッタは、前記ダウンミックス信号表現の異なるチャ
ネルと関連する１組のダウンミックス値の線形結合として、前記装置の所与の出力オーデ
ィオチャネルと関連する前記ターゲットレンダリングマトリックス（Ｍren,tar）の１組
のレンダリング係数を得るために前記チャネル個別のエネルギー規格化値を記載している
前記マトリックスを適用するために構成される、請求項１ないし請求項３、請求項６ない
し請求項７のいずれかに記載の装置（１００；２００）。
【請求項１１】



(6) JP 5645951 B2 2014.12.24

10

20

【請求項１２】
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【請求項１３】

【請求項１４】
　前記装置は、前記オーディオコンテンツの前記ビットストリーム表現から前記線形結合
パラメータ（ｇDCU）を表しているインデックス値（ｉｄｘ）を読み取るために、および
パラメータ量子化テーブルを用いて、前記インデックス値を前記線形結合パラメータ（ｇ

DCU）にマッピングするために構成される、請求項１ないし請求項１３のいずれかに記載
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の装置（１００；２００）。
【請求項１５】
　前記量子化テーブルは、不均一性の量子化を記載し、ここで、修正レンダリングマトリ
ックス（Ｍren,lim）に前記ユーザ指定のレンダリングマトリックス（Ｍren）のより強い
寄与を記載する前記線形結合パラメータ（ｇDCU）のより小さい値は、より高い解像度に
よって量子化される、請求項１４に記載の装置（１００；２００）。
【請求項１６】
　前記装置は、ディストーションリミテーションモードを記載しているビットストリーム
要素（ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ）を評価するために構成され、ここで、前記ディストーション
リミッタは、前記ターゲットレンダリングマトリックスがダウンミックス類似のターゲッ
トレンダリングマトリックスであるか、または前記ターゲットレンダリングマトリックス
が、ベストエフォート型ターゲットレンダリングマトリックスであるように、前記ターゲ
ットレンダリングマトリックスを選択的に得るために構成される、請求項１ないし請求項
１５のいずれかに記載の装置（１００；２００）。
【請求項１７】
　マルチチャネルオーディオ信号を表しているビットストリーム（１７０）を提供するた
めの装置（１５０）であって、前記装置は、
　複数のオーディオオブジェクト信号（１６０ａ－１６０Ｎ）に基づいてダウンミックス
信号（１８２）を提供するために構成されるダウンミキサーと、
　前記オーディオオブジェクト信号（１６０ａ－１６０Ｎ）の特徴およびダウンミックス
パラメータを記載しているオブジェクト関連パラメトリックサイド情報（１８６）、およ
び前記ビットストリームに基づくアップミックス信号を提供するための装置（１００；２
００）によって用いられる修正レンダリングマトリックス（Ｍren,lim）にユーザ指定の
レンダリングマトリックス（Ｍren）およびターゲットレンダリングマトリックス（Ｍren

,tar）の所望の寄与を記載している線形結合パラメータ（１８８）を提供するために構成
される、サイド情報プロバイダ（１８４）と、
　前記ダウンミックス信号、前記オブジェクト関連パラメトリックサイド情報および前記
線形結合パラメータの表現を含むビットストリーム（１７０）を提供するために構成され
るビットストリームフォーマッタ（１９０）と、
を含み、
　ここで、前記ユーザ指定のレンダリングマトリックス（１４４，Ｍren）は、複数のオ
ーディオオブジェクトの所望の寄与を１以上の出力オーディオチャネルに定義する、
装置。
【請求項１８】
　オーディオコンテンツのビットストリーム表現において含まれるダウンミックス信号表
現およびオブジェクト関連パラメトリック情報に基づき、および複数のオーディオオブジ
ェクトの所望の寄与を１以上の出力オーディオチャネルに定義するユーザ指定のレンダリ
ングマトリックスに依存して、アップミックス信号表現を提供するためのオーディオ処理
の方法であって、前記方法は、
　線形結合パラメータを得るために、前記線形結合パラメータを表しているビットストリ
ーム要素を評価するステップと、
　前記線形結合パラメータに依存して、ユーザ指定のレンダリングマトリックスおよび歪
みのないターゲットレンダリングマトリックスの線形結合を用いて修正レンダリングマト
リックスを得るステップと、
　前記修正レンダリングマトリックスを用いて、前記ダウンミックス信号表現および前記
オブジェクト関連パラメトリック情報に基づいて前記アップミックス信号表現を得るステ
ップと、
を含む、方法。
【請求項１９】
　マルチチャネルオーディオ信号を表しているビットストリームを提供するための方法で
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あって、前記方法は、
　複数のオーディオオブジェクト信号に基づいてダウンミックス信号を提供するステップ
と、
　前記オーディオオブジェクト信号およびダウンミックスパラメータの特徴を記載してい
るオブジェクト関連パラメトリックサイド情報、および修正レンダリングマトリックスに
ユーザ指定のレンダリングマトリックスおよびターゲットレンダリングマトリックスの所
望の寄与を記載している線形結合パラメータを提供するステップと、
　前記ダウンミックス信号、前記オブジェクト関連パラメトリックサイド情報および前記
線形結合パラメータの表現を含むビットストリームを提供するステップと、
を含み、
　ここで、前記ユーザ指定のレンダリングマトリックスは、複数のオーディオオブジェク
トの所望の寄与を１以上の出力オーディオチャネルに定義する、
方法。
【請求項２０】
　コンピュータプログラムは、コンピュータで実行される場合、請求項１８または請求項
１９による方法を実行するための前記コンピュータプログラムである、コンピュータプロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明による実施例は、オーディオコンテンツのビットストリーム表現において含まれ
るダウンミックス信号表現およびオブジェクト関連パラメトリック情報に基づいて、およ
びユーザ指定のレンダリングマトリックスに依存して、アップミックス信号表現を提供す
るための装置に関する。
【０００２】
　本発明による他の実施例は、マルチチャネルオーディオ信号を表しているビットストリ
ームを提供するための装置に関する。
【０００３】
　本発明による他の実施例は、オーディオコンテンツのビットストリーム表現において含
まれるダウンミックス信号表現およびオブジェクト関連パラメトリック情報に基づき、お
よびユーザ指定のレンダリングマトリックスに依存して、アップミックス信号表現を提供
するための方法に関する。
【０００４】
　本発明による他の実施例は、マルチチャネルオーディオ信号を表しているビットストリ
ームを提供するための方法に関する。
【０００５】
　本発明による他の実施例は、前記方法のうちの１つを実行しているコンピュータプログ
ラムに関する。
【０００６】
　本発明による他の実施例は、マルチチャネルオーディオ信号を表しているビットストリ
ームに関する。
【背景技術】
【０００７】
　オーディオ処理、オーディオ送信およびオーディオ記録の技術において、聴覚印象を改
善するためにマルチチャネルコンテンツを扱いたいという増加している希望がある。マル
チチャネルオーディオコンテンツの使用法は、ユーザのための重要な改良をもたらす。た
とえば、３次元の聴覚印象は、エンターテイメントアプリケーションにおける改善された
ユーザ満足をもたらすことを得ることができる。しかしながら、マルチチャネルオーディ
オコンテンツは、専門的な環境、たとえば、電話会議アプリケーションにおいても役立つ
。なぜなら、話し手の理解度は、マルチチャネルオーディオ再生を用いることによって、
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【０００８】
　しかしながら、低コストであるか、または専門的なマルチチャネルアプリケーションに
おいて過剰な資源の消費を回避するために、音声品質とビットレートの要件との間の良好
なトレードオフを有することも望ましい。
【０００９】
　マルチオーディオオブジェクトを含んでいるオーディオシーンのビットレートの効果的
な送信および／またはストレージのためのパラメトリック技術は、最近、提案された。例
えば、参照する非特許文献１において記載されるバイノーラルキュー符号化、および、例
えば、参照する非特許文献２において記載される音源のパラメトリックジョイント符号化
が、例えば、提案される。また、例えば、参照する非特許文献３および非特許文献４にお
いて記載されるＭＰＥＧ空間オーディオオブジェクト符号化が、提案される。ＭＰＥＧ空
間オーディオオブジェクト符号化は、現在標準化中であり、早く刊行されない参考文献で
ある非特許文献５において記載される。
【００１０】
　これらの技術は、波形の合致によってよりむしろ知覚的に所望の出力シーンを再構築す
ることで狙いをつける。
【００１１】
　しかしながら、受信側でのユーザの双方向性と組み合わせて、極端なオブジェクトレン
ダリングが実行される場合、そのような技術は、出力オーディオ信号の低オーディオ品質
を引き起こしうる。これは、例えば、参照する特許文献１において記載される。
【００１２】
　以下に、そのようなシステムが記載され、基本的な概念も、本発明の実施例に適合する
点に留意すべきである。
【００１３】
　図８は、そのようなシステム（ここで：ＭＰＥＧ・ＳＡＯＣ）のシステム概要を示す。
図８に示されるＭＰＥＧ・ＳＡＯＣシステム８００は、ＳＡＯＣエンコーダ８１０とＳＡ
ＯＣデコーダ８２０とを含む。ＳＡＯＣエンコーダ８１０は、例えば、時間領域の信号と
して、または時間－周波数領域信号（例えば、フーリエ変換の１組の変換係数の形、また
はＱＭＦサブバンド信号の形）として表される複数のオブジェクト信号ｘ1～ｘNを受信す
る。ＳＡＯＣエンコーダ８１０は、通常、オブジェクト信号ｘ1～ｘNに関連するダウンミ
ックス係数ｄ1～ｄNも受信する。ダウンミックス係数の別々の組は、ダウンミックス信号
の各チャネルに利用できてもよい。ＳＡＯＣエンコーダ８１０は、通常、関連するダウン
ミックス係数ｄ1～ｄNに関連するオブジェクト信号ｘ1～ｘNを結合することによって、ダ
ウンミックス信号のチャネルを得るために構成される。通常、オブジェクト信号ｘ1～ｘN

よりもダウンミックスチャネルは少ない。ＳＡＯＣデコーダ８２０側において、オブジェ
クト信号の分離（または別々の処理）を（少なくともおおよそ）許容するために、ＳＡＯ
Ｃエンコーダ８１０は、１以上のダウンミックス信号（ダウンミックス信号として示され
る）８１２とサイド情報８１４の両方を提供する。サイド情報８１４は、デコーダ側のユ
ーザ指定の処理を許容するために、オブジェクト信号ｘ1～ｘNの特性を記載している。
【００１４】
　ＳＡＯＣデコーダ８２０は、１以上のダウンミックス信号８１２とサイド情報８１４の
両方を受信するために構成される。また、ＳＡＯＣ８２０は、通常、所望のレンダリング
の設定を記載しているユーザ相互作用情報および／またはユーザ制御情報８２２を受信す
るために構成される。たとえば、ユーザ相互作用情報／ユーザ制御情報８２２は、スピー
カの設定、およびオブジェクト信号ｘ1～ｘNを提供するオブジェクトの所望の空間配置を
記載しうる。
【００１５】
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【００１６】

【００１７】
　現在、図９ａ、９ｂおよび９ｃを参照して、ダウンミックス信号表現およびオブジェク
ト関連サイド情報に基づいてアップミックス信号表現を得るための異なる装置が記載され
る。図９ａは、ＳＡＯＣデコーダ９２０を含むＭＰＥＧ・ＳＡＯＣシステム９００のブロ
ック概略図を示す。ＳＡＯＣデコーダ９２０は、別々の機能的なブロックとして、オブジ
ェクトデコーダ９２２およびミキサー／レンダラー９２６を含む。オブジェクトデコーダ
９２２は、ダウンミックス表現（例えば、時間領域または時間－周波数領域において表現
された１以上のダウンミックス信号の形で）およびオブジェクト関連サイド情報（例えば
、オブジェクトメタデータの形で）に依存して、複数の再構成されたオブジェクト信号９
２４を提供する。ミキサー／レンダラー９２４は、複数のＮ個のオブジェクトに関連する
再構成されたオブジェクト信号９２４を受信し、それに基づいて、１以上のアップミック
スチャネル９２８を提供する。ＳＡＯＣデコーダ９２０において、オブジェクト信号９２
４を抽出することは、ミキシング／レンダリングの機能からオブジェクトを復号化する機
能の分離を可能にするミキシング／レンダリングから別々に実行されるが、比較的高い計
算量をもたらす。
【００１８】
　現在、図９ｂを参照して、他のＭＰＥＧ・ＳＡＯＣシステム９３０が簡潔に述べられる
。そして、それは、ＳＡＯＣデコーダ９５０を含む。ＳＡＯＣデコーダ９５０は、ダウン
ミックス信号（例えば、１以上のダウンミックス信号の形で）およびオブジェクト関連サ
イド情報（例えば、オブジェクトメタデータの形で）に依存して、複数のアップミックス
チャネル信号９５８を提供する。ＳＡＯＣデコーダ９５０は、結合されたオブジェクトデ
コーダおよびミキサー／レンダラーを含み、そして、それは、オブジェクト復号化の分離
およびミキシング／レンダリングなしに、ジョイントミキシング処理において、アップミ
ックスチャネル信号９５８を得るために構成される。ここで、ジョイントアップミックス
処理のためのパラメータは、オブジェクト関連サイド情報およびレンダリング情報の両方
に依存する。ジョイントアップミックス処理は、ダウンミックス情報にも依存し、それは
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、オブジェクト関連サイド情報の一部であると考慮される。
【００１９】
　上記を要約すると、アップミックスチャネル信号９２８，９５８は、１ステップ処理ま
たは２ステップ処理で実行されうる。
【００２０】
　現在、図９ｃを参照して、ＭＰＥＧ対ＳＡＯＣシステム９６０が記載される。ＳＡＯＣ
デコーダよりはむしろ、ＳＡＯＣ対ＭＰＥＧサラウンド変換コーダ９８０を含む。
【００２１】
　ＳＡＯＣ対ＭＰＥＧサラウンドは、オブジェクト関連サイド情報（例えば、オブジェク
トメタデータの形で）ならびに、任意に、１以上のダウンミックス信号およびレンダリン
グ情報を受信するために構成されるサイド情報変換コーダ９８２を含む。サイド情報変換
コーダ９８２は、受信されたデータに基づき、ＭＰＥＧサラウンドサイド情報（例えば、
ＭＰＥＧサラウンドビットストリームの形で）を提供するためにも構成される。従って、
サイド情報変換コーダ９８２は、レンダリング情報、および任意に１以上のダウンミック
ス信号のコンテンツについての情報を考慮にいれて、オブジェクトエンコーダから取り除
かれたオブジェクト関連（パラメトリック）サイド情報をチャネル関連の（パラメトリッ
ク）サイド情報に変換するように構成される。
【００２２】
　任意に、ＳＡＯＣ対ＭＰＥＧサラウンド変換コーダ９８０は、操作されたダウンミック
ス表現９８８を得るために、例えば、ダウンミックス信号表現によって記載された１以上
のダウンミックス信号を操作するように構成されうる。しかしながら、ダウンミックス信
号マニピュレータ９８６は、省略されうる。そうすると、ＳＡＯＣ対ＭＰＥＧサラウンド
変換コーダ９８０の出力ダウンミックス信号表現９８８は、ＳＡＯＣ対ＭＰＥＧサラウン
ド変換コーダの入力ダウンミックス信号表現と同一である。チャネル関連ＭＰＥＧサラウ
ンドサイド情報９８４が、いくつかのレンダリングの一群における場合のＳＡＯＣ対ＭＰ
ＥＧサラウンド変換コーダ９８０の入力ダウンミックス信号表現に基づく所望の聴覚印象
を提供することを許容できない場合、ダウンミックス信号マニピュレータ９８６が使用さ
れる。
【００２３】
　従って、ＳＡＯＣ対ＭＰＥＧサラウンド変換コーダ９８０は、ダウンミックス信号表現
９８８およびＭＰＥＧサラウンドビットストリーム９８４を提供する。そして、ＳＡＯＣ
対ＭＰＥＧサラウンド変換コーダ９８０に入力されたレンダリング情報に関連するオーデ
ィオオブジェクトを表す複数のアップミックスチャネル信号は、ＭＰＥＧサラウンドビッ
トストリーム９８４およびダウンミックス信号表現９８８を受信するＭＰＥＧサラウンド
デコーダを用いて生成される。
【００２４】
　上記を要約すると、ＳＡＯＣ符号化オーディオ信号を復号化するための異なる概念が使
用されうる。いくつかの場合において、ダウンミックス信号表現およびオブジェクト関連
パラメトリックサイド情報に依存して、アップミックスチャネル信号（例えば、アップミ
ックスチャネル信号９２８，９５８）を提供するＳＡＯＣデコーダが使用される。この概
念の例は、図９ａおよび９ｂにおいて示される。あるいは、ＳＡＯＣ－符号化オーディオ
情報は、所望のアップミックスチャネル信号を提供するためのＭＰＥＧサラウンドデコー
ダによって使用されるダウンミックス信号表現（例えば、ダウンミックス信号表現９８８
）およびチャネル関連のサイド情報（例えば、チャネル関連ＭＰＥＧサラウンドビットス
トリーム９８４）を得るために変換されうる。
【００２５】
　ＭＰＥＧ・ＳＡＯＣシステム８００において、システムの概要は、図８において与えら
れ、一般の処理は、周波数選択方法で行われて、各周波数帯の範囲内で以下の通りに記載
されうる：
【００２６】
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・Ｎ個のオーディオオブジェクト信号ｘ1～ｘNは、ＳＡＯＣエンコーダ処理の一部として
ダウンミックスされる。モノラルのダウンミックスに対して、ダウンミックス係数は、ｄ

1～ｄNによって示される。加えて、ＳＡＯＣエンコーダ８１０は、入力オーディオオブジ
ェクトの特徴を記載しているサイド情報を抽出する。ＭＰＥＧ・ＳＡＯＣのために、各々
に関するオブジェクトパワーの関係は、そのようなサイド情報の最も基本的な形である。
【００２７】
・ダウンミックス信号（または複数の信号）８１２およびサイド情報８１４は、送信され
および／または格納される。この目的で、ダウンミックスオーディオ信号は、ＭＰＥＧ－
１レイヤーＩＩまたはＩＩＩ（「ｍｐ３」として知られる）、ＭＰＥＧ・ＡＡＣ（ＡＡＣ
：Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）またはいくつかの他のオーディオコー
ダのような周知の知覚的なオーディオコーダを使用して圧縮されうる。
【００２８】

【００２９】
・効率的に、オブジェクト信号の分離は、まず実行されない（または、決して実行されさ
えしない）、なぜなら、（オブジェクトセパレータ８２０ａによって示される）分離ステ
ップおよび（ミキサー８２０ｃによって示される）ミキシングステップの両方は、単一変
換符号化ステップに結合される。そして、それは、しばしば、計算量の大きな減少を結果
として得るからである。
【００３０】
　送信ビットレート（それは、Ｎ個の別々のオブジェクトオーディオ信号または離散シス
テムの代わりに２、３のダウンミックスチャネルさらに若干のサイド情報を送信するのに
必要なだけである）および計算量（処理の複雑さは、主に、オーディオオブジェクトの数
よりむしろ出力チャネルの数に関する）に関して、そのようなスキームが大いに効率的で
あることが分かっている。受信側におけるユーザのための更なる効果は、彼／彼女の選ん
だ方（モノラル、ステレオ、サラウンド、仮想化されたヘッドホン再生、その他）のレン
ダリング設定およびユーザの双方向性の特徴を選択することの自由を含む：レンダリング
マトリックス、およびこのように出力シーンは、セットされることができ、願望、個人の
選択または他の基準にしたがって、ユーザによって相互作用的に変わることができる。例
えば、他の残りの話し手から区別を最大にするために、一緒に１つの空間領域の１つのグ
ループから話しての位置を決めることは、可能である。この双方向性は、デコーダにユー
ザインタフェースを提供することによって達成される：
【００３１】
　送信されたサウンドオブジェクトごとに、その相対的なレベルおよび（非モノラルのレ
ンダリングのための）レンダリングの空間位置が調整されうる。ユーザが付随するグラフ
ィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）スライダ（例えば：オブジェクトレベル＝＋５ｄ
Ｂ，オブジェクトポジション＝－３０ｄｅｇ）の位置を変えるにつれて、これはリアルタ
イムに起こりうる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３２】
【特許文献１】米国特許出願６１／１７３，４５６号
【非特許文献】
【００３３】
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【非特許文献１】Ｃ．　Ｆａｌｌｅｒ　ａｎｄ　Ｆ．　Ｂａｕｍｇａｒｔｅ，　”Ｂｉｎ
ａｕｒａｌ　Ｃｕｅ　Ｃｏｄｉｎｇ　－　Ｐａｒｔ　ＩＩ：　Ｓｃｈｅｍｅｓ　ａｎｄ　
ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ”，　ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．　ｏｎ　Ｓｐｅｅｃｈ　ａｎｄ
　Ａｕｄｉｏ　Ｐｒｏｃ．，　ｖｏｌ．　１１，　ｎｏ．　６，　Ｎｏｖ．　２００３．
【非特許文献２】Ｃ．　Ｆａｌｌｅｒ，　”Ｐａｒａｍｅｔｒｉｃ　Ｊｏｉｎｔ－Ｃｏｄ
ｉｎｇ　ｏｆ　Ａｕｄｉｏ　Ｓｏｕｒｃｅｓ”，　１２０ｔｈ　ＡＥＳ　Ｃｏｎｖｅｎｔ
ｉｏｎ，　Ｐａｒｉｓ，　２００６，　Ｐｒｅｐｒｉｎｔ　６７５２．
【非特許文献３】Ｊ．　Ｈｅｒｒｅ，　Ｓ．　Ｄｉｓｃｈ，　Ｊ．　Ｈｉｌｐｅｒｔ，　
Ｏ．　Ｈｅｌｌｍｕｔｈ：　”Ｆｒｏｍ　ＳＡＣ　Ｔｏ　ＳＡＯＣ　－　Ｒｅｃｅｎｔ　
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ　ｉｎ　Ｐａｒａｍｅｔｒｉｃ　Ｃｏｄｉｎｇ　ｏｆ　Ｓｐａ
ｔｉａｌ　Ａｕｄｉｏ”，　２２ｎｄ　Ｒｅｇｉｏｎａｌ　ＵＫ　ＡＥＳ　Ｃｏｎｆｅｒ
ｅｎｃｅ，　Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，　ＵＫ，　Ａｐｒｉｌ　２００７．
【非特許文献４】Ｊ．　Ｅｎｇｄｅｇaｒｄ，　Ｂ．　Ｒｅｓｃｈ，　Ｃ．　Ｆａｌｃｈ
，　Ｏ．　Ｈｅｌｌｍｕｔｈ，　Ｊ．　Ｈｉｌｐｅｒｔ，　Ａ．　Ｈoｌｚｅｒ，　Ｌ．
　Ｔｅｒｅｎｔｉｅｖ，　Ｊ．　Ｂｒｅｅｂａａｒｔ，　Ｊ．　Ｋｏｐｐｅｎｓ，　Ｅ．
　Ｓｃｈｕｉｊｅｒｓ　ａｎｄ　Ｗ．　Ｏｏｍｅｎ：　”Ｓｐａｔｉａｌ　Ａｕｄｉｏ　
Ｏｂｊｅｃｔ　Ｃｏｄｉｎｇ　（ＳＡＯＣ）　-　Ｔｈｅ　Ｕｐｃｏｍｉｎｇ　ＭＰＥＧ
　Ｓｔａｎｄａｒｄ　ｏｎ　Ｐａｒａｍｅｔｒｉｃ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｂａｓｅｄ　Ａｕｄ
ｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ”，　１２４ｔｈ　ＡＥＳ　Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ，　Ａｍｓｔｅｒ
ｄａｍ　２００８，　Ｐｒｅｐｒｉｎｔ　７３７７．
【非特許文献５】ＩＳＯ／ＩＥＣ，　”ＭＰＥＧ　ａｕｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ
ｓ　-　Ｐａｒｔ　２：　Ｓｐａｔｉａｌ　Ａｕｄｉｏ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｃｏｄｉｎｇ　
（ＳＡＯＣ），”　ＩＳＯ／ＩＥＣ　ＪＴＣ１／ＳＣ２９／ＷＧ１１　（ＭＰＥＧ）　Ｆ
ＣＤ　２３００３－２．
【非特許文献６】ＥＢＵ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎ：　”Ｍ
ＵＳＨＲＡ－ＥＢＵ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｓｕｂｊｅｃｔｉｖｅ　Ｌｉｓｔｅｎｉｎ
ｇ　Ｔｅｓｔｓ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　Ａｕｄｉｏ　Ｑｕａｌｉｔｙ”，　
Ｄｏｃ．　Ｂ／ＡＩＭ０２２，　Ｏｃｔｏｂｅｒ　１９９９．
【非特許文献７】ＩＳＯ／ＩＥＣ　ＪＴＣ１／ＳＣ２９／ＷＧ１１　（ＭＰＥＧ），　Ｄ
ｏｃｕｍｅｎｔ　Ｎ１０８４３，　“Ｓｔｕｄｙ　ｏｎ　ＩＳＯ／ＩＥＣ　２３００３－
２：２００ｘ　Ｓｐａｔｉａｌ　Ａｕｄｉｏ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｃｏｄｉｎｇ　（ＳＡＯＣ
）”，　８９ｔｈ　ＭＰＥＧ　Ｍｅｅｔｉｎｇ，　Ｌｏｎｄｏｎ，　ＵＫ，　Ｊｕｌｙ　
２００９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３４】

【００３５】

【課題を解決するための手段】
【００３６】
　本発明による実施形態は、オーディオコンテンツのビットストリーム表現において含ま
れるダウンミックス信号表現およびオブジェクト関連パラメトリック情報に基づいて、お
よびユーザ指定のレンダリングマトリックスに依存して、アップミックス信号表現を提供
するための装置である。装置は、ユーザ指定のレンダリングマトリックスと線形結合パラ
メータに基づくターゲットレンダリングマトリックスとの線形結合を用いて、修正レンダ
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リングマトリックスを得るために構成されるディストーションリミッタを含む。装置は、
また、修正レンダリングマトリックスを用いて、ダウンミックス信号表現およびオブジェ
クト関連パラメトリック情報に基づいてアップミックス信号表現を得るために構成される
信号プロセッサを含む。装置は、線形結合パラメータを得るために、線形結合パラメータ
を表しているビットストーム要素を評価するように構成される。
【００３７】
　本発明によるこの実施形態は、アップミックス信号表現の認識可能な歪みが、ユーザ指
定のレンダリングマトリックスおよびオーディオコンテンツのビットストリーム表現から
抽出された線形結合パラメータに依存するターゲットレンダリングマトリックスの線形結
合を実行することによって、低い計算量よって低減され、または回避しうるという鍵とな
る考えに基づく。なぜなら、線形結合が効率的に実行され、そして、オーディオ信号デコ
ーダ（アップミックス信号表現を提供するための装置）の側でより典型的に計算利用可能
なパワーのあるところで、線形結合パラメータを決定する厳しい作業の実行がオーディオ
信号エンコーダ側で実行されるからである。
【００３８】
　従って、上述した概念は、アップミックス信号表現を提供するための装置にいくつかの
重要な複雑さを加えることなく、ユーザ指定のレンダリングマトリックスの不適当な選択
のためさえ低減された認識可能な歪みを結果として得る修正レンダリングマトリックスを
得ることを可能にする。特に、ディストーションリミッタなしの装置と比較した場合、特
に、信号プロセッサを修正する必要さえない、なぜなら、修正レンダリングマトリックス
は、信号プロセッサの入力量を構成し、単にユーザ指定のレンダリングマトリックスを置
き換えるだけだからである。加えて、発明の概念は、オーディオ信号エンコーダが、オー
ディオコンテンツのビットストリーム表現において含まれる線形結合パラメータを単にセ
ットすることによって、エンコーダ側において特定される要件に従って、オーディオ信号
デコーダ側で適用されるディストーション限定スキームを調整することができる効果をも
たらす。従って、オーディオ信号エンコーダは、線形結合パラメータを適切に選択するこ
とによって、（アップミックス信号表現を提供するための装置）デコーダのユーザに、レ
ンダリングマトリックスの選択に関して、より多かれ少なかれ自由を段階的に提供するこ
とができる。これは、所与のサービスのためのユーザの期待にオーディオ信号デコーダの
適合を考慮に入れる、なぜなら、いくつかのサービスに対して、ユーザは、（適宜に、レ
ンダリングマトリックスを調整するというユーザの可能性を減少することを暗示する）最
大の品質を期待するからである。その一方で、他のサービスのために、ユーザは、（ユー
ザ指定のレンダリングマトリックスのインパクトを線形結合の結果に増加することを暗示
する）概して最大自由度を期待することができる。
【００３９】
　上記を要約すると、発明の概念は、信号プロセッサを修正する必要をもたらすことなく
、シンプルな実施の可能性を有する携帯用のオーディオデコーダのための特に重要なデコ
ーダ側で高い計算効率を結合して、オーディオサービスの異なるタイプのためのユーザの
期待を満たすために重要であり、オーディオサービスの異なるタイプのユーザの期待を満
たすために重要なオーディオ信号エンコーダの高度な制御を提供する。
【００４０】
　好ましい実施形態において、ディストーションリミッタは、ターゲットレンダリングマ
トリックスを得るために構成され、ターゲットレンダリングマトリックスは、歪みのない
ターゲットレンダリングマトリックスである。これは、レンダリングマトリックスの選択
によって生じる歪みがないか、または少なくとも少しの歪みしかない再生シナリオを有す
るという可能性をもたらす。また、歪みのないターゲットレンダリングマトリックスは、
いくつかのケースにおいて非常に単純な方法で実行しうることが分かっている。さらに、
レンダリングマトリックスが、典型的に、よい聴覚印象を結果として得るユーザ指定のレ
ンダリングマトリックスおよび歪みのないターゲットレンダリングマトリックスの間にお
いて選択されることが分かっている。
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【００４１】
　好ましい実施形態において、ディストーションリミッタは、ターゲットレンダリングマ
トリックスを得るために構成され、そのようなターゲットレンダリングマトリックスは、
ダウンミックス類似（ｄｏｗｎｍｉｘ－ｓｉｍｉｌａｒ）のターゲットレンダリングマト
リックスである。ダウンミックス類似のターゲットレンダリングマトリックスの利用は、
非常に低い、または最小の歪みをもたらす。また、そのようなダウンミックス類似のター
ゲットレンダリングマトリックスは、非常に低い計算効果を得ることができる。なぜなら
、ダウンミックス類似のターゲットレンダリングマトリックスは、一般のスケーリングフ
ァクタを有するダウンミックスマトリックスの全体を拡大・縮小し、そして、さらに、ゼ
ロエントリを加えることによって得られうるからである。
【００４２】
　好ましい実施形態において、ディストーションリミッタは、ターゲットレンダリングマ
トリックスを得るために、エネルギー規格化スカラー（ｅｎｅｒｇｙ　ｎｏｍａｌｉｚａ
ｔｉｏｎ　ｓｃａｌａｒ）を用いて拡張ダウンミックスマトリックスを拡大・縮小するた
めに構成される。ここで、拡張ダウンミックスマトリックスは、（ダウンミックスマトリ
ックスのその行は、複数のオーディオオブジェクト信号の寄与をダウンミックス信号表現
の１以上のチャネルに記述する）０要素の行によって拡張されてダウンミックスマトリッ
クスの拡張バージョンであり、その結果、拡張ダウンミックスマトリックスのいくつかの
行は、ユーザ指定のレンダリングマトリックスによって記述されたレンダリングの一群と
同一である。従って、拡張ダウンミックスマトリックスは、ダウンミックスマトリックス
から拡張されたダウンミックスマトリックスに値のコピー、ゼロマトリックスエントリの
追加、および同じエネルギー規格化スカラーを有するすべてのマトリックス要素のスカラ
ー乗算を用いて得られる。これらの手順の全ては、非常に効率的に実行され、そのような
ターゲットレンダリングマトリックスは、非常にシンプルなオーディオデコーダにおいて
さえ、早く得られうる。
【００４３】
　好ましい実施形態において、ディストーションリミッタは、ターゲットレンダリングマ
トリックスを得るために構成され、そのようなターゲットレンダリングマトリックスは、
ベストエフォート型ターゲットレンダリングマトリックスである。このようなアプローチ
は、ダウンミックス類似のターゲットレンダリングマトリックスの利用より計算的にいく
らかの要求が多い場合であっても、ベストエフォート型ターゲットレンダリングマトリッ
クスの利用は、ユーザの所望のレンダリングシナリオのより良い考慮を提供する。歪み、
または重要な歪みを導くことなく、可能な限りターゲットレンダリングマトリックスを決
定する場合、ベストエフォート型ターゲットレンダリングマトリックスを使用することは
、所望のレンダリングマトリックスのユーザの定義が考慮に入れられる。特に、ベストエ
フォート型ターゲットレンダリングマトリックスは、複数のスピーカ（または、アップミ
ックス信号表現のチャネル）のための所望の音量を考慮にいれる。従って、ベストエフォ
ート型ターゲットレンダリングマトリックスを使用する場合、改良された聴覚印象が結果
として得られる。
【００４４】
　好ましい実施形態において、ディストーションリミッタは、ターゲットレンダリングマ
トリックスを得るために構成され、ターゲットレンダリングマトリックスは、ダウンミッ
クスマトリックスおよびユーザ指定のレンダリングマトリックスに依存する。従って、タ
ーゲットレンダリングマトリックスは、ユーザの期待に比較的近いが、実質的に歪みのな
いオーディオレンダリングを提供する。このように線形結合パラメータは、ユーザの所望
のレンダリングに近いものおよび認識可能な歪みの最小化の間のトレードオフを決定する
。ここで、線形結合パラメータは、ターゲットレンダリングマトリックスが線形結合を支
配しなければならないことを示す場合であっても、ターゲットレンダリングマトリックス
の計算のためのユーザ指定のレンダリングマトリックスの考慮は、ユーザの所望の良好な
満足感を提供する。
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【００４５】
　好ましい実施形態において、ディストーションリミッタは、アップミックス信号表現を
提供する装置の複数の出力オーディオチャネルのためのチャネル個別の規格化値（ｃｈａ
ｎｎｅｌ－ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ　ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｖａｌｕｅ）を含む。
そのような、装置の所与の出力チャネルのためのエネルギー規格化値は、少なくとも、ほ
ぼ、複数のオーディオオブジェクトのためのユーザ指定のレンダリングマトリックスにお
ける所与の出力オーディオチャネルと関連するエネルギーレンダリング値の合計と、複数
のオーディオオブジェクトのためのエネルギーダウンミックス値の合計との間の比率を記
載する。従って、装置の異なる出力チャネルの音量に関するユーザの期待は、ある程度対
処されうる。
【００４６】
　この場合、ディストーションリミッタは、所与の出力チャネルに関連するターゲットレ
ンダリングマトリックスの１組のレンダリング値を得るために、関連するチャネル個別の
エネルギー規格化値を用いて１組のダウンミックス値を拡大・縮小するために構成される
。従って、装置の出力チャネルに対する所与のオーディオオブジェクトの相対的な寄与は
、ダウンミックス信号表現に所与のオーディオオブジェクトの相対的な寄与と同一である
。そして、それは、実質的にオーディオオブジェクトの相対的な寄与の改良によって生じ
る認識可能な歪みを回避されえないことを許容する。従って、装置の出力チャネルの各々
は、実質的には歪められていない。にもかかわらず、オーディオオブジェクトの極端に急
激な空間的分離またはオーディオオブジェクトの相対的強度の過剰な修正によって生じる
歪みを回避するために、オーディオオブジェクトの位置の詳細および／または互いに関し
てオーディオオブジェクトの相対的強度をどのように変えるかさえ、（少なくとも数度）
考慮されていないけれども、複数のスピーカ（またはアップミックス信号表現のチャネル
）の上の音量分布に関するユーザの期待が考慮に入れられる。
【００４７】
　このように、ダウンミックス信号表現はより少ないチャネルを含むにもかかわらず、複
数のオーディオオブジェクトのためのユーザ指定のレンダリングマトリックスにおける所
与の出力オーディオチャネルと関連するエネルギーレンダリング値（例えば、マグニチュ
ードレンダリング値の二乗）の合計と複数のオーディオオブジェクトのためのエネルギー
ダウンミックス値の合計との間の比率を評価することが、すべての出力オーディオチャネ
ルを考慮することを許容する。一方、オーディオオブジェクトの空間再分布によって、ま
たは異なるオーディオオブジェクトの相対的な音量の過剰な変更によって生じる歪みをさ
らに回避する。
【００４８】
　好ましい実施形態において、ディストーションリミッタは、ユーザ指定のレンダリング
マトリックスおよびダウンミックスマトリックスに依存して、アップミックス信号表現を
提供する装置の複数の出力オーディオチャネルのためのチャネル個別のエネルギー規格化
を記載しているマトリックスを算出するように構成される。この場合、ディストーション
リミッタは、ダウンミックス信号表現の異なるチャネルと関連する１組のダウンミックス
値（すなわち、ダウンミックス信号のチャネルを得るために異なるオーディオオブジェク
トのオーディオ信号に適用されるスケーリングを記載している値）の線形結合として、装
置の所与の出力オーディオチャネルと関連するターゲットレンダリングマトリックスの１
組のレンダリング係数を得るためにチャネル個別のエネルギー規格値を記載しているマト
リックスを適用するために構成される。この概念を用いて、ダウンミックス信号表現が複
数のオーディオチャネルを含む場合でさえも、所望のユーザ指定のレンダリングマトリッ
クスによく適しているターゲットレンダリングマトリックスが得られ、その一方、実質的
にさらに歪みを回避する。１組のダウンミックス値の線形結合の形成が、概して小さい認
識可能な歪みだけが生じる１組のレンダリング係数を結果として得ることが分かっている
。にもかかわらず、ターゲットレンダリングマトリックスを導出するためのそのようなア
プローチを用いてユーザの期待に近づくことが可能であることが分かっている。
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【００４９】
　好ましい実施形態において、オーディオコンテンツのビットストリーム表現から線形結
合パラメータを表しているインデックス値を読み取るために、およびパラメータ量子化テ
ーブルを用いて、インデックス値を線形結合パラメータにマッピングするために構成され
る。このアプローチは、１次元のマッピングテーブルよりむしろ、複雑な計算が実行され
る他の可能な概念と比較したとき、このアプローチは、ユーザの満足感および計算量の間
のより良好なトレードオフをもたらすことが分かっている。
【００５０】
　好ましい実施形態において、量子化テーブルは、不均一性の量子化を記載し、ここで、
修正レンダリングマトリックスにユーザ指定のレンダリングマトリックスのより強い寄与
を記載する線形結合パラメータのより小さい値は、より高い解像度によって量子化され、
修正レンダリングマトリックスにユーザ指定のレンダリングマトリックスのより小さい寄
与を記載する線形結合パラメータのより大きな値は、より低い解像度によって量子化され
る。多くの場合、レンダリングマトリックスの極端な設定だけが、重要な認識可能な歪み
をもたらすことが分かっている。従って、ユーザのレンダリングの期待の遂行および認識
可能な歪みの最小化の間の最適なトレードオフを許容する設定を得るために、ターゲット
レンダリングマトリックスにユーザ指定のレンダリングマトリックスのより強い寄与の領
域においてより重要であることがわかっている。
【００５１】
　好ましい実施形態において、装置は、ディストーションリミテーションモード（ｄｉｓ
ｔｏｒｔｉｏｎ　ｌｉｍｉｔａｔｉｎ　ｍｏｄｅ）を記載しているビットストリーム要素
を評価するために構成される。この場合、ディストーションリミッタは、ターゲットレン
ダリングマトリックスがダウンミックス類似のターゲットレンダリングマトリックスであ
るか、またはターゲットレンダリングマトリックスがベストエフォート型ターゲットレン
ダリングマトリックスであるように、ターゲットレンダリングマトリックスを選択的に得
るために、好ましくは構成される。このようなスイッチで切り替え可能な概念が、ユーザ
のレンダリングの期待の遂行および異なるオーディオ部分のための認識可能な歪みの最小
化の間の良好なトレードオフを得るという効果的な可能性を提供することが分かっている
。この概念も、また、デコーダ側において、実際のレンダリング上のオーディオ信号エン
コーダの良好な制御を許容する。従って、多種多様な異なるオーディオサービスの要件が
、満たされうる。
【００５２】
　本発明による他の実施形態は、マルチチャネルオーディオ信号を表しているビットスト
リームを提供する装置を創出する。
【００５３】
　装置は、複数のオーディオオブジェクト信号に基づいてダウンミックス信号を提供する
ために構成されるダウンミキサーを含む。装置は、また、オーディオオブジェクト信号お
よびダウンミックスパラメータの特徴を記載しているオブジェクト関連パラメトリックサ
イド情報、および修正レンダリングマトリックスにユーザ指定のレンダリングマトリック
スおよびターゲットレンダリングマトリックスの寄与を記載している線形結合パラメータ
を提供するために構成される。また、ビットストリームを提供するための装置は、ダウン
ミックス信号、オブジェクト関連パラメトリックサイド情報および線形結合パラメータの
表現を含むビットストリームを提供するために構成される、ビットストリームフォーマッ
タを含む。
【００５４】
　マルチチャネルオーディオ信号を表しているビットストリームを提供するための装置は
、アップミックス信号表現を提供するための上述した装置との協力に対して適切である。
マルチチャネルオーディオ信号を表しているビットストリームを提供するための装置は、
オーディオオブジェクト信号のその知見に依存して線形結合パラメータを提供することを
許容する。従って、オーディオエンコーダ（すなわち、マルチチャネルオーディオ信号を
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表しているビットストリームを提供するための装置）は、線形結合パラメータを評価する
オーディオデコーダ（アップミックス信号表現を提供している上述した装置）によって提
供されるレンダリング品質に強い影響を及ぼしうる。このように、マルチチャネルオーデ
ィオ信号を表しているビットストリームを提供するための装置は、多くの異なるシナリオ
において改善されたユーザの満足感を提供するレンダリングの結果に対する制御の非常に
高いレベルを有する。従って、ユーザが認識可能な歪みのリスクを犯して極端なレンダリ
ング設定を使用することを許容するかどうか、それは、実際、線形結合パラメータを使用
してガイダンスを提供するサービスプロバイダのオーディオエンコーダである。このよう
にユーザの失望は、対応する負の経済結果とともに、上述したオーディオエンコーダを用
いて回避されうる。
【００５５】
　本発明による他の実施形態は、オーディオコンテンツのビットストリーム表現において
含まれるダウンミックス信号表現およびオブジェクト関連パラメータ情報に基づき、およ
びユーザ指定のレンダリングマトリックスに依存して、アップミックス信号表現を提供す
るための方法を創出する。この方法は、上述した装置と同じ鍵となる考えに基づく。
【００５６】
　本発明による他の方法は、マルチチャネルオーディオ信号を表しているビットストリー
ムを提供するための方法を創出する。前記方法は、上述した装置と同じ知見に基づく。
【００５７】
　本発明による他の実施例は、上記方法を実行するためのコンピュータプログラムを創出
する。
【００５８】
　本発明による他の実施例は、マルチチャネルオーディオ信号を表しているビットストリ
ームを創出する。ビットストリームは、オーディオオブジェクトの特徴を記載しているオ
ブジェクト関連パラメトリックサイド情報における複数のオーディオオブジェクトのオー
ディオ信号を結合するダウンミックス信号の表現を含む。また、ビットストリームは、修
正レンダリングマトリックスにユーザ指定のレンダリングマトリックスおよびターゲット
レンダリングマトリックスの寄与を記載する線形結合パラメータを含む。前記ビットスト
リームは、オーディオ信号エンコーダ側からデコーダ側のレンダリングパラメータ上のい
くつかの程度の制御を許容する。
【００５９】
　本発明による実施形態は、同封の数字の参照をして、その後記載されている。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１ａ】図１ａは、本発明の実施形態による、アップミックス信号表現を提供するため
の装置のブロック概略図を示す。
【図１ｂ】図１ｂは、本発明の実施形態による、マルチチャネルオーディオ信号を表して
いるビットストリームを提供するための装置のブロック概略図を示す。
【図２】図２は、本発明の他の実施形態による、アップミックス信号表現を提供するため
の装置のブロック概略図を示す。
【図３ａ】図３ａは、本発明の実施形態による、マルチチャネルオーディオ信号を表して
いるビットストリームの概略図を示す。
【図３ｂ】図３ｂは、本発明の実施形態による、ＳＡＯＣに特有の設定情報の詳細な構文
表現を示す。
【図３ｃ】図３ｃは、本発明の実施形態による、ＳＡＯＣフレーム情報の詳細な構文表現
を示す。
【図３ｄ】図３ｄは、ＳＡＯＣビットストリームにおいて使用されうるビットストリーム
要素「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」の歪み制御モードの符号化の概略図を示す。
【図３ｅ】図３ｅは、ＳＡＯＣビットストリームにおいて、線形結合情報を符号化するた
めに使用されうるビットストリームインデックスｉｄｘおよび線形結合パラメータ「Ｄｃ
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ｕＰａｒａｍ［ｉｄｘ］」の値の間の関連性のテーブル表現を示す。
【図４】図４は、本発明の他の実施形態による、アップミックス信号表現を提供するため
の装置のブロック概略図を示す。
【図５ａ】図５ａは、本発明の実施形態による、ＳＡＯＣに特有の設定情報の構文表現を
示す。
【図５ｂ】図５ｂは、ＳＡＯＣビットストリームにおいて、線形結合パラメータを符号化
するために使用されうるビットストリームインデックスｉｄｘおよび線形結合パラメータ
Ｐａｒａｍ［ｉｄｘ］の間の関連性のテーブル表現を示す。
【図６ａ】図６ａは、リスニングテストの条件を記載している表を示す。
【図６ｂ】図６ｂは、リスニングテストのオーディオ項目を記載している表を示す。
【図６ｃ】図６ｃは、シナリオを復号化しているステレオ対ステレオに対するＳＡＯＣの
テストされたダウンミックス／レンダリング条件を記載している表を示す。
【図７】図７は、ステレオ対ステレオに対するＳＡＯＣシナリオのための歪み制御装置（
ＤＣＵ：ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ）リスニングテストの結果の
グラフで示したものを示す。
【図８】図８は、参考ＭＰＥＧ　ＳＡＯＣシステムのブロック概略図を示す。
【図９ａ】図９ａは、別々のデコーダおよびミキサーを用いた参考ＳＡＯＣシステムのブ
ロック概略図を示す。
【図９ｂ】図９ｂは、一体化されたデコーダおよびミキサーを用いた参考ＳＡＯＣシステ
ムのブロック概略図を示す。
【図９ｃ】図９ｃは、ＳＡＯＣ対ＭＰＥＧ変換コーダを使用している参考ＳＡＯＣシステ
ムのブロック概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００６１】
１．　図１ａによる、アップミックス信号表現を提供するための装置
　図１ａは、本発明の実施形態による、アップミックス信号表現を提供するための装置の
ブロック概略図を示す。
【００６２】
　装置１００は、ダウンミックス信号表現１１０およびオブジェクト関連パラメータ情報
１１２を受信するために構成される。また、装置１００は、線形結合パラメータ１１４を
受信するために構成される。ダウンミックス信号表現１１０、オブジェクト関連パラメト
リック情報１１２および線形結合パラメータ１１４の全ては、オーディオコンテンツにお
けるビットストリーム表現に含まれる。例えば、線形結合パラメータ１１４は、前記ビッ
トストリーム表現の中でビットストリーム要素によって記載されている。また、装置１０
０は、ユーザ指定のレンダリングマトリックスを定義するレンダリング情報１２０を受信
するために構成される。
【００６３】
　装置１００は、アップミックス信号表現１３０、例えば、個別のチャネル信号またはＭ
ＰＥＧサラウンドサイド情報と結合するＭＰＥＧサラウンドダウンミックス信号を提供す
るために構成される。
【００６４】
　装置１００は、ユーザ指定のレンダリングマトリックス１４４（レンダリング情報１２
０として直接的又は間接的に記載される）と、たとえばｇDCUで示される線形結合パラメ
ータ１４６に依存するターゲットレンダリングマトリックスとの線形結合を用いて、修正
レンダリングマトリックス１４２を得るために構成されるディストーションリミッタ１４
０を含む。
【００６５】
　装置１００は、例えば、線形結合パラメータを得るために線形結合パラメータ１４６を
表しているビットストリーム要素１１４を評価するように構成されうる。
【００６６】
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　また、装置１００は、修正レンダリングマトリックス１４２を用いてダウンミックス信
号表現１１０およびオブジェクト関連パラメトリック情報に基づいてアップミックス信号
表現１３０を得るために構成される信号プロセッサ１４８を含む。
【００６７】
　従って、装置１００は、アップミックス信号表現に、例えば、ＳＡＯＣ信号処理器１４
８または他のいかなるオブジェクト関連信号処理器１４８も使用している良好なレンダリ
ング品質を提供することができる。ほとんど、または全てのケースで、十分に小さい歪み
を有する十分に良好な聴覚印象が達成されるように、修正レンダリングマトリックス１４
２は、ディストーションリミッタ１４０によって適応される。修正レンダリングマトリッ
クスは、概して、「中間的な」ユーザ指定の（所望の）レンダリングマトリックスおよび
ターゲットレンダリングマトリックスのままである。ここで、ユーザ指定のレンダリング
マトリックスに対する、およびターゲットレンダリングマトリックスに対する修正レンダ
リングマトリックスのある程度の類似点は、線形結合パラメータによって決定される。そ
して、それは、結果として、アップミックス信号表現１３０の達成可能なレンダリング品
質および／または最大の歪みレベルの調整を許容する。
【００６８】
　信号プロセッサ１４８は、たとえば、ＳＡＯＣ信号プロセッサでもよい。従って、信号
プロセッサ１４８は、ダウンミックス信号表現１１０によってダウンミックスされた形で
表現されたオーディオオブジェクトの特徴を記載しているパラメータを得るために、オブ
ジェクト関連パラメトリック情報１１２を評価するために構成される。加えて、信号プロ
セッサ１４８は、複数のオーディオオブジェクトのオーディオオブジェクト信号を結合す
ることによってダウンミックス信号表現１１０を導出するためにオーディオコンテンツの
ビットストリーム表現を提供するためのオーディオエンコーダ側において使用されるダウ
ンミックスの手順を記載しているパラメータを得る（例えば、受信する）。このように、
信号プロセッサ１４８は、例えば、所与のオーディオフレームのための複数のオーディオ
オブジェクトおよび１以上の周波数帯のレベル差を記載しているオブジェクトレベル差情
報ＯＬＤ（ｏｂｊｅｃｔ－ｌｅｖｅｌ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
）および所与のオーディオフレームのための複数の対のオーディオオブジェクトのオーデ
ィオ信号と１以上の周波数帯との間の相関関係を記載している内部オブジェクト相関情報
ＩＯＣ（ｉｎｔｅｒ－ｏｂｊｅｃｔ　ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
）を評価する。加えて、信号プロセッサ１４８は、また、例えば、１以上のダウンミック
スゲインパラメータＤＭＧ（ｄｏｗｎｍｉｎ　ｇａｉｎ　ｐａｒａｍｅｔｅｒ）および１
以上のダウンミックスチャネルレベル差パラメータＤＣＬＤ（ｄｏｗｎｍｉｘ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ　ｌｅｖｅｌ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　ｐａｒａｍｅｔｅｒ）の形で、オーディオ
コンテンツのビットストリーム表現を提供するオーディオエンコーダの側で実行されるダ
ウンミックスを記載しているダウンミックス情報ＤＭＧ，ＤＣＬＣを評価する。
【００６９】
　加えて、信号プロセッサ１４８は、異なるオーディオオブジェクトのオーディオコンテ
ンツ含むアップミックス信号表現１３０のオーディオチャネルを指し示す修正レンダリン
グマトリックス１４２を受信する。従って、信号プロセッサ１４８は、（ＤＭＧ情報およ
びＤＣＬＤ情報から得られる）ダウンミックス処理のその知見と同様に、オーディオオブ
ジェクトの（ＯＬＤ情報およびＩＯＣ情報から得られる）その知見を用いてダウンミック
ス信号表現に対する異なるオーディオオブジェクトの寄与を決定するために構成される。
さらに、修正レンダリングマトリックス１４２が考慮されるように、信号プロセッサは、
アップミックス信号表現を提供する。
【００７０】
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【００７１】
　同様に、信号プロセッサ１４８は、デコーダ／ミキサー９２０の役割を引き受けうる。
ここで、ダウンミックス信号表現１１０は、１以上のダウンミックス信号の役割を引き受
け、オブジェクト関連パラメトリック情報１１２は、オブジェクトメタデータの役割を引
き受け、修正レンダリングマトリックス１４２は、ミキサー／レンダラー９２６へ入力さ
れるレンダリング情報の役割を引き受け、そして、チャネル信号９２８は、アップミック
ス信号表現１３０の役割を引き受ける。
【００７２】
　あるいは、信号プロセッサ１４８は、一体化されたデコーダおよびミキサー９５０の機
能を実行することができる。ここで、ダウンミックス信号表現１１０は、１以上のダウン
ミックス信号の役割を引き受け、オブジェクト関連パラメトリック情報１１２は、オブジ
ェクトメタデータの役割を引き受け、修正レンダリングマトリックス１４２は、オブジェ
クトデコーダ＋ミキサー／レンダラー９５０に入力されるレンダリング情報の役割を引き
受け、そして、チャネル信号９５８は、アップミックス信号表現１３０の役割を引き受け
る。
【００７３】
　あるいは、信号プロセッサ１４８は、ＳＡＯＣ対ＭＰＥＧサラウンド変換コーダ９８０
の機能を実行することができる。ここで、ダウンミックス信号表現１１０は、１以上のダ
ウンミックス信号の役割を引き受け、オブジェクト関連パラメトリック情報１１２は、オ
ブジェクトメタデータの役割を引き受け、修正レンダリングマトリックス１４２は、レン
ダリング情報の役割を引き受け、そして、ＭＰＥＧサラウンドビットストリーム９８４と
結合する１以上のダウンミックス信号９８８は、アップミックス信号表現１３０の役割を
引き受ける。
【００７４】
　従って、信号プロセッサ１４８の機能の詳細に関して、参考は、ＳＡＯＣデコーダ８２
０、別々のデコーダおよびミキサー９２０、一体化したデコーダおよびミキサー９５０、
およびＳＡＯＣ対ＭＰＥＧサラウンド変換コーダ９８０の説明になされる。参考は、たと
えば、信号プロセッサ１４８の機能に関して、非特許文献３および非特許文献４になされ
もする。ここで、ユーザ指定のレンダリングマトリックス１２０よりむしろ修正レンダリ
ングマトリックス１４２は、本発明による実施形態において、入力レンダリング情報の役
割を引き受ける。
【００７５】
　さらに、ディストーションリミッタ１４０の機能に関する詳細は後述する。
【００７６】
２．　図１ｂによる、マルチチャネルオーディオ信号を表しているビットストリームを提
供するための装置
　図１ｂは、マルチチャネルオーディオ信号を表しているビットストリームを提供するた
めの装置１５０のブロック概略図を示す。
【００７７】
　装置１５０は、複数のオーディオオブジェクト信号１６０ａ～１６０Ｎを受信するため
に構成される。さらに、装置１５０は、オーディオオブジェクト信号１６０ａ～１６０Ｎ
によって記載されているマルチチャネルオーディオ信号を表しているビットストリーム１
７０を提供するために構成される。
【００７８】
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　装置１５０は、複数のオーディオオブジェクト信号１６０ａ～１６０Ｎに基づくダウン
ミックス信号１８２を提供するために構成されるダウンミキサー１８０を含む。また、装
置１５０は、ダウンミキサー１８０により使用されるオーディオオブジェクト信号１６０
ａ～１６０Ｎの特徴およびダウンミックスパラメータを記載しているオブジェクト関連パ
ラメトリックサイド情報１８６を提供するために構成されるサイド情報プロバイダー１８
４を含む。また、サイド情報プロバイダー１８４は、修正レンダリングマトリックスに対
して（所望の）ユーザ指定のレンダリングマトリックスおよびターゲット（低歪みの）レ
ンダリングマトリックスの所望の特徴を記載している線形結合パラメータ１８８を提供す
るために構成される。
【００７９】
　例えば、オブジェクト関連パラメトリックサイド情報１８６は、オーディオオブジェク
ト信号１６０ａ～１６０Ｎ（例えば、帯域単位の方法で）のオブジェクトレベル差を記載
しているオブジェクトレベル差情報（ＯＬＤ）も含む。また、オブジェクト関連パラメト
リックサイド情報オーディオオブジェクト信号１６０ａ～１６０Ｎの間の相関関係を記載
している内部オブジェクト相関情報（ＩＯＣ）を含む。加えて、オブジェクト関連パラメ
トリックサイド情報は、ダウンミックスゲイン（例えば、オブジェクト単位の方法で）を
記載しうる。ここで、ダウンミックスゲイン値は、オーディオオブジェクト信号１６０ａ
～１６０Ｎを結合するダウンミックス信号１８２を得るためにダウンミキサー１８０によ
り使用される。オブジェクト関連パラメトリックサイド情報１８６は、ダウンミックス信
号１８２（ダウンミックス信号１８２がマルチチャネル信号である場合）のマルチチャネ
ルのためのダウンミックスレベルの間の差を記載しているダウンミックスチャネルレベル
差（ＤＣＬＤ）を含みうる。
【００８０】
　線形結合パラメータ１８８は、例えば０および１の間の数の値であり、ユーザ指定のダ
ウンミックスマトリックスのみを使用すること（例えば、パラメータ値が０）、ターゲッ
トレンダリングマトリックスのみを使用すること（例えば、パラメータ値が１）またはこ
れらの両極端の間におけるユーザ指定のレンダリングマトリックスおよびターゲットレン
ダリングマトリックスのいくつかの所与の組み合わせを使用すること（例えば、パラメー
タ値が０と１の間）を記載している。
【００８１】
　また、装置１５０は、ビットストリームがダウンミックス信号１８２、オブジェクト関
連パラメトリックサイド情報１８６および線形結合パラメータ１８８を含むように、ビッ
トストリーム１７０を提供するために構成されるビットストリームフォーマッタ１９０を
含む。
【００８２】
　従って、装置１５０は、図８によるＳＡＯＣエンコーダ８１０または図９ａ－９ｃによ
るオブジェクトエンコーダの機能を実行する。オーディオオブジェクト信号１６０ａ～１
６０Ｎは、例えば、ＳＡＯＣエンコーダ８１０によって受信されたオブジェクト信号ｘ1

～ｘNと同等である。例えば、ダウンミックス信号１８２は、１以上のダウンミックス信
号８１２と同等でありうる。例えば、オブジェクト関連パラメトリックサイド情報１８６
は、サイド情報８１４またはオブジェクトメタデータと同等でありうる。しかしながら、
前記１チャネルダウンミックス信号またはマルチチャネルダウンミックス信号および前記
オブジェクト関連パラメトリックサイド情報１８６に加えて、ビットストリーム１７０が
、線形結合パラメータ１８８も符号化しうる。
【００８３】
　従って、オーディオエンコーダとしてみなされる装置１５０は、歪み制御スキームのデ
コーダ側の取扱いに影響を及ぼし、装置１５０がビットストリーム１７０を受信している
オーディオデコーダ（例えば、装置１００）によって提供される充分なレンダリング品質
を期待するように、適切に線形結合パラメータ１８８をセットすることによって、ディス
トーションリミッタ１４０によって実行される。
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【００８４】
　例えば、サイド情報プロバイダー１８４は、装置１５０の任意のユーザインタフェース
１９９から受信された良質な要件情報に依存する線形結合パラメータをセットしうる。あ
るいは、または加えて、サイド情報プロバイダー１８４は、オーディオオブジェクト信号
１６０ａ～１６０Ｎおよびダウンミキサー１８０のダウンミックスパラメータの特徴を考
慮に入れることもできる。この線形結合パラメータの考慮の下、オーディオ信号デコーダ
によって得られると期待されるレンダリング品質がサイド情報プロバイダー１８４によっ
て充分であるとみなされるように、例えば、装置１５０は、１以上の最悪のケースのユー
ザ指定のレンダリングマトリックスの仮定の下、オーディオデコーダで得られる歪みの度
合いを評価し、線形結合パラメータ１８８を調整しうる。サイド情報プロバイダー１８４
は、アップミックス信号表現のオーディオ品質が、極端なユーザ指定のレンダリング設定
においてさえ大きく劣化しないと分かる場合、例えば、装置１５０は、線形結合パラメー
タ１８８を修正レンダリングマトリックス上へ強いユーザのインパクト（ユーザ指定のレ
ンダリングマトリックスの影響）を許容する値にセットすることができる。オーディオオ
ブジェクト１６０ａ～１６０Ｎが充分に同程度である場合、例えば、これの場合でありう
る。対照的に、サイド情報プロバイダー１８４は、極端なレンダリング設定が強い認識可
能な歪みに至ることが分かる場合、サイド情報プロバイダー１８４は、線形結合パラメー
タ１８８をユーザ（またはユーザ指定のレンダリングマトリックス）の比較的小さなイン
パクトを許容する値にセットすることができる。オーディオデコーダ側でのオーディオオ
ブジェクトの明確な分離が困難（または認識可能な歪みを関係がある）であるように、オ
ーディオオブジェクト１６０ａ～１６０Ｎが充分に異なる場合、例えば、これの場合であ
りうる。
【００８５】
　装置１５０は、装置１５０の側においてのみ利用できる線形結合パラメータ１８８をセ
ットするための知見を使用し、例えば、ユーザインタフェースを介して装置１５０に入力
される所望のレンダリング品質情報、あるいはオーディオオブジェクト信号１６０ａおよ
び１６０Ｎによって表される分離されたオーディオオブジェクトについての詳細な知見の
ように、オーディオデコーダ（例えば、装置１００）では使用できない点に、ここでは注
意されたい。
【００８６】
　従って、サイド情報プロバイダー１８４は、非常に意味がある方法における線形結合パ
ラメータ１８８を提供することができる。
【００８７】
３．　図２による、歪み制御装置（ＤＣＵ：Ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕ
ｎｉｔ）を有するＳＡＯＣシステム
３．１．　ＳＡＯＣデコーダ構造
　以下に、歪み制御装置（ＤＣＵ処理）によって実行される処理がＳＡＯＣシステム２０
０のブロック概略図を示す図２を参照して記載される。具体的には、図２は、全体のＳＡ
ＯＣシステムの範囲内における歪み制御装置ＤＣＵを例示する。
【００８８】
　図２の参照をして、ＳＡＯＣデコーダ２００は、例えば、１チャネルダウンミックス信
号または２チャネルダウンミックス信号、または、２以上のチャネルを有するダウンミッ
クス信号さえ表しているダウンミックス信号表現２１０を受信するために構成される。Ｓ
ＡＯＣデコーダ２００は、オブジェクト関連パラメトリックサイド情報、例えば、オブジ
ェクトレベル差情報ＯＬＤ、内部オブジェクト相関情報ＩＯＣ、ダウンミックスゲイン情
報ＤＭＧおよび任意に、ダウンミックスチャネルレベル差情報ＤＣＬＣを含む、ＳＡＯＣ
ビットストリーム２１２を受信するために構成される。また、ＳＡＯＣデコーダ２００は
、ｇDCUで示される線形結合パラメータ２１４を得るために構成される。
【００８９】
　概して、ダウンミックス信号表現２１０、ＳＡＯＣビットストリーム２１２および線形
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結合パラメータ２１４は、オーディオコンテンツのビットストリーム表現に含まれる。
【００９０】
　また、ＳＡＯＣデコーダ２００は、例えば、ユーザインタフェースからレンダリングマ
トリックス入力２２０を受信するために構成される。例えば、ＳＡＯＣデコーダ２００は
、（アップミックス表現の）１、２またはさらに多くの出力されたオーディオ信号チャネ
ルに複数のオーディオオブジェクトＮobjの（ユーザ指定、所望の）寄与を定義するマト
リックスＭrenの形で、レンダリングマトリックス入力２２０を受信する。レンダリング
マトリックスＭrenは、例えば、ユーザインタフェースから入力される。ここで、ユーザ
インタフェースは、所望のレンダリング設定の表現の異なるユーザ指定された形からレン
ダリングマトリックスＭrenのパラメータに変換しうる。例えば、ユーザインタフェース
は、いくつかのマッピングを用いて、レベルスライダ値およびオーディオオブジェクト位
置情報の形の入力をユーザ指定のレンダリングマトリックスＭrenに変換しうる。
【００９１】
　現在の説明の全体にわたって、パラメータ時間枠を定義しているインデックスlおよび
処理帯域を定義しているmは、時々、明確にするために省略される点に注意されたい。に
もかかわらず、処理がインデックスｌを有する複数の次のパラメータ時間枠および周波数
帯のインデックスｍを有する複数の周波数帯のために個別に実行されうる点を考慮に入れ
なければならない。
【００９２】
　また、ＳＡＯＣデコーダ２００は、ユーザ指定のレンダリングマトリックスＭren、少
なくともＳＡＯＣビットストリーム情報２１２（以下に詳述するように）の一部および線
形結合パラメータ２１４を受信するために構成される歪み制御装置ＤＣＵ２４０を含む。
歪み制御装置２４０は、修正レンダリングマトリックスＭren,limを提供する。
【００９３】
　また、オーディオデコーダ２００は、信号プロセッサとしてみなされ、そして、ダウン
ミックス信号表現２１０、ＳＡＯＣビットストリーム２１２および修正レンダリングマト
リックスＭren,limを受信するＳＡＯＣ復号化／変換符号化装置２４８を含む。ＳＡＯＣ
復号化／変換符号化装置２４８は、アップミックス信号表現としてみなされる１以上の出
力チャネルの表現２３０を提供する。１以上の出力チャネルの表現２３０は、例えば、個
別のオーディオ信号チャネルの周波数領域表現、個別のオーディオチャネルの時間領域表
現、またはパラメトリックマルチチャネル表現の形をとりうる。例えば、アップミックス
信号表現２３０は、ＭＰＥＧサラウンドダウンミックス信号およびＭＰＥＧサラウンドサ
イド情報を含むＭＰＥＧサラウンド表現の形をとりうる。
【００９４】
　ＳＡＯＣ復号化／変換符号化装置２４８は、信号プロセッサ１４８と同じ機能を含み、
そして、ＳＡＯＣデコーダ８２０、別々のコーダおよびミキサー９２０、一体化したデコ
ーダおよびミキサー９５０、ならびにＳＡＯＣ対ＭＰＥＧサラウンド変換コーダ９８０と
同等である点に注意されたい。
【００９５】
３．２．　ＳＡＯＣデコーダの動作へのイントロダクション
　以下に、ＳＡＯＣデコーダ２００の動作への短いイントロダクションが与えられる。
【００９６】
　全体のＳＡＯＣシステムの範囲内で、歪み制御装置（ＤＣＵ）は、レンダリングインタ
フェース（例えば、ユーザ指定のレンダリングマトリックスでのユーザインタフェースま
たはユーザ指定のレンダリングマトリックスから導出される情報が入力される）および実
際のＳＡＯＣ復号化／変換符号化装置の間のＳＡＯＣデコーダ／変換コーダ処理チェーン
に組み込まれる。
【００９７】
　歪み制御装置２４０は、レンダリングインタフェース（例えば、レンダリングインタフ
ェースまたはユーザインタフェースを介する直接的または間接的なユーザ指定のレンダリ
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ングマトリックス入力）およびＳＡＯＣデータ（例えば、ＳＡＯＣビットストリーム２１
２からのデータ）からの情報を使用して修正レンダリングマトリックスＭren,limを提供
する。より多くの詳細のために、参照は、図２になされる。修正レンダリングマトリック
スＭren,limは、アプリケーション（ＳＡＯＣ復号化／変換符号化装置２４８）によって
アクセスされ、そして、実際に有効なレンダリング設定を反映する。
【００９８】

【００９９】

【０１００】
　パラメータｇＤＣＵは、以下の式によりビットストリーム要素「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ
」から導出される：

　　　　　　　　　ｇＤＣＵ＝ＤｃｕＰａｒａｍ［ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ］
【０１０１】
　従って、ユーザ指定のレンダリングマトリックスＭrenおよび歪みのないターゲットレ
ンダリングマトリックスＭren,tarの間の線形結合は、線形結合パラメータｇDCUに依存し
て形成される。（少なくともデコーダ側で）必要とされる前記線形結合パラメータｇDCU

の困難な計算がないように、線形結合パラメータｇDCUは、ビットストリーム要素から導
出される。また、ビットストリームから線形結合パラメータｇDCUを導出し、ダウンミッ
クス信号表現２１０、ＳＡＯＣビットストリーム２１２および線形結合パラメータを表し
ているビットストリーム要素を含むことは、オーディオ信号エンコーダにＳＡＯＣデコー
ダの側において実行される歪み制御メカニズムを制御する機会を与える。
【０１０２】

【０１０３】

【０１０４】
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　要約すると、ビットストリーム要素「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」に関連して選択されうる「
ダウンミックス類似の」レンダリングおよび「ベストエフォート型」レンダリングと呼ば
れる２つの歪み制御モードがある。それらのターゲットレンダリングマトリックスにおけ
る方法の点で異なるこれらの２つのモードが算出される。以下に、２つのモードである「
ダウンミックス類似の」レンダリングおよび「ベストエフォート型」レンダリングのため
のターゲットレンダリングマトリックスの計算に関する詳細が、詳細に記載される。
【０１０６】

【０１０７】

【０１０８】
　上記の理解を容易にするために、レンダリングマトリックスおよびダウンミックスマト
リックスの以下の定義は、考慮されなければならない。
【０１０９】
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　また、同じ局面は、概して、ユーザ指定のレンダリングマトリックスＭrenおよびター
ゲットレンダリングマトリックスＭren,tarに適用する。
【０１１１】
　（オーディオデコーダにおける）入力オーディオオブジェクトに適用されるダウンミッ
クスマトリックスＤはＸ＝ＤＳとしてダウンミックス信号を決定する。
【０１１２】

【０１１３】

【０１１４】
　ダウンミックスパラメータＤＭＧおよびＤＣＬＤは、ＳＡＯＣビットストリーム２１２
から得られる。
【０１１５】
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３．４．　「ベストエフォート型」レンダリング
３．４．１．　イントロダクション
　「ベストエフォート型」レンダリング法、概して、ターゲットレンダリングが重要な参
照である場合において使用されうる。
【０１１７】

【０１１８】

【０１１９】
　上記の方程式の平方根演算子は、要素単位の平方根形式を示す。
【０１２０】

【０１２１】
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【０１２２】

【０１２３】

【０１２４】

【０１２５】
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【０１２６】

【０１２７】

【０１２８】

【０１２９】
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【０１３０】

【０１３１】

【０１３２】
３．４．１１．　強化されたオーディオオブジェクト（ＥＡＯ：ｅｎｈａｎｃｅｄ　ａｕ
ｄｉｏ　ｏｂｊｅｃｔ）のための歪み制御装置（ＤＣＵ）アプリケーション
　以下に、本発明による若干の実施形態において実行されうる歪み制御装置のアプリケー
ションに関する若干の任意の拡張が記載される。
【０１３３】
　残留符号化データを復号化し、このようにＥＡＯの処理をサポートするＳＡＯＣデコー
ダのために、ＥＡＯを用いて提供される強化されたオーディオ品質を利用することを許容
するＤＣＵの第２のパラメータ化を提供することは重要である。これは、加えて、残留デ
ータ（すなわち、ＳＡＯＣＥｘｔｅｎｓｉｏｎＣｏｎｆｉｇＤａｔａ（）およびＳＡＯＣ
ＥｘｔｅｎｓｉｏｎＦｒａｍｅＤａｔａ（））を含んでいるデータ構造の一部として送信
される第２の代替の１組のＤＣＵパラメータ（すなわち、ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ２およびｂ
ｓＤｃｕＰａｒａｍ２）を復号化し、使用することによって達成される。すべての非ＥＡ
Ｏが、単一の共通の変更を経るとともに、それが、残留符号化データを復号化し、ＥＡＯ
のみが適宜修正されうるという状態によって定義される厳しいＥＡＯモードにおいて作動
する場合、アプリケーションは、この第２のパラメータセットを使用することができる。
具体的には、この厳しいＥＡＯは、２つの以下の状態の遂行を必要とする：
【０１３４】
　ダウンミックスマトリックスおよびレンダリングマトリックスは、同じ次元（レンダリ
ングチャネルの数がダウンミックスチャネルに等しいことを意味する）を有する。
【０１３５】
　アプリケーションは、単一の共通のスケーリングファクタによるそれらの対応するダウ
ンミックス係数に関連がある各正規のオブジェクト（すなわち、非ＥＡＯ）のためのレン
ダリング係数を使用するのみである。
【０１３６】
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４．図３ａによるビットストリーム
　以下に、マルチチャネルオーディオ信号を表しているビットストリームが、この種のビ
ットストリーム３００の概略図を示す図３ａの参照をして記載する。
【０１３７】
　ビットストリーム３００は、複数のオーディオオブジェクトのオーディオ信号を結合す
るダウンミックス信号の表現（例えば、符号化された表現）であるダウンミックス信号表
現３０２を含む。また、ビットストリーム３００は、オーディオオブジェクトの特徴、概
して、また、オーディオエンコーダにおいて実行されたダウンミックスの特徴を記載して
いるオブジェクト関連パラメトリックサイド情報３０４を含む。好ましくは、オブジェク
ト関連パラメトリックサイド情報３０４は、オブジェクトレベル差情報ＯＬＤ、内部オブ
ジェクト相関情報ＩＯＣ、ダウンミックスゲイン情報ＤＭＧ、およびダウンミックスチャ
ネルレベル差情報ＤＣＬＤを含む。また、ビットストリーム３００は、（オーディオ信号
デコーダによって適用されるために）修正レンダリングマトリックスにユーザ指定のレン
ダリングマトリックスおよびターゲットレンダリングマトリックスの所望の寄与を記載し
ている線形結合パラメータ３０６を含む。
【０１３８】
　さらに、ビットストリーム１７０として装置１５０によって提供され、そして、ダウン
ミックス信号１１０、オブジェクト関連パラメトリック情報１１２および線形結合パラメ
ータ１４０を得るために装置１１０に入力され、またはダウンミックス情報２１０、ＳＡ
ＯＣビットストリーム情報２１２および線形結合パラメータ２１４を得る単に装置２００
に入力されるこのビットストリーム３００に関する任意の詳細は、図３ｂおよび３ｃを参
照して以下において記載される。
【０１３９】
５．　ビットストリーム構文の詳細
５．１．　ＳＡＯＣ特有の構成構文
　図３ｂは、ＳＡＯＣに特有の構成情報の詳細な構文表現を示す。
【０１４０】
　図３ｂによるＳＡＯＣに特有の構成３１０は、例えば、図３ａによるビットストリーム
３００のヘッダの一部でありうる。
【０１４１】
　ＳＡＯＣ特有の構成は、例えば、ＳＡＯＣデコーダによって適用されるためにサンプリ
ング周波数を記載しているサンプリング周波数構成を含む。また、ＳＡＯＣ特有の構成は
、信号プロセッサ１４８またはＳＡＯＣ復号化／変換符号化装置２４８の低遅延モードか
高遅延モードが使用されるべきかを記載している低遅延モード構成を含む。また、ＳＡＯ
Ｃ特有の構成は、信号プロセッサ１４８またはＳＡＯＣ復号化／変換符号化装置２４８に
よって使用される周波数解像度を記載している周波数解像度の構成を含む。加えて、ＳＡ
ＯＣ特有の構成は、信号プロセッサ１４８またはＳＡＯＣ復号化／変換符号化装置２４８
によって使用されるオーディオフレームの長さを記載しているフレーム長さ構成を含む。
さらに、ＳＡＯＣ特有の構成は、概して、信号プロセッサ１４８またはＳＡＯＣ復号化／
変換符号化装置２４８によって処理されるオーディオオブジェクトの数を記載しているオ
ブジェクト数の構成を含む。また、オブジェクト数の構成は、オブジェクト関連パラメト
リック情報１１２またはＳＡＯＣビットストリーム２１２において含まれるオブジェクト
関連パラメータの数を記載する。ＳＡＯＣ特有の構成は、共通のオブジェクト関連パラメ
トリック情報を有するオブジェクトを指定するオブジェクト関係構成を含む。また、ＳＡ
ＯＣ特有の構成は、オーディオエンコーダからオーディオデコーダに絶対的なエネルギー
情報が送信されるかどうかを示す絶対的なエネルギー送信の構成を含む。また、ＳＡＯＣ
特有の構成は、１つのダウンミックスチャネルのみがあるか、２つのダウンミックスチャ
ネルがあるか、または２以上のダウンミックスチャネルがあるかどうかを示すダウンミッ
クスチャネル数の構成を含む。加えて、ＳＡＯＣ特有の構成は、いくつかの実施形態にお
いて、付加的な構成情報を含む。
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【０１４２】
　また、ＳＡＯＣ特有の構成は、任意の後処理のための後処理ダウンミックスゲインが送
信されるかを定義する後処理ダウンミックスゲインの構成情報「ｂｓＰｄｇＦｌａｇ」を
含む。
【０１４３】
　また、ＳＡＯＣ特有の構成は、値「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」および「ｂｓＤｃｕＰａｒａ
ｍ」がビットストリームにおいて送信されるかどうかを定義するフラグ「ｂｓＤｃｕＦｌ
ａｇ」（例えば、１ビットのフラグである）を含む。このフラグ「ｂｓＤｃｕＦｌａｇ」
が１の値をとる場合、「ｂｓＤｃｕＭａｎｄａｔｏｒｙ」と記録される他のフラグおよび
フラグ「ｂｓＤｃｕＤｙｎａｍｉｃ」は、ＳＡＯＣ特有の構成３１０に含まれる。フラグ
「ｂｓＤｃｕＭａｎｄａｔｏｒｙ」は、歪み制御がオーディオデコーダによって適用され
るかどうかを記載する。フラグ「ｂｓＤｃｕＭａｎｄａｔｏｒｙ」が１に等しい場合、歪
み制御装置が、ビットストリームにおいて送信されるようにパラメータ「ｂｓＤｃｕＭｏ
ｄｅ」および「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」を使用して適用されなければならない。フラグ「
ｂｓＤｃｕＭａｎｄａｔｏｒｙ」が「０」に等しい場合、ビットストリームにおいて送信
される歪み制御装置パラメータ「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」および「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」
は、値を勧められるのみであり、更に、他の歪み制御装置の設定が使われうる。
【０１４４】
　換言すれば、オーディオエンコーダは、標準対応オーディオデコーダにおける歪み制御
メカニズムの使用法を実施するために、フラグ「ｂｓＤｃｕＭａｎｄａｔｏｒｙ」を起動
し、歪み制御装置を適用するかどうかの決定を委ねるために前記フラグの機能を停止し、
その場合は、オーディオデコーダに歪み制御装置のために使用するパラメータである。
【０１４５】
　フラグ「ｂｓＤｃｕＤｙｎａｍｉｃ」は、値「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」および「ｂｓＤｃ
ｕＰａｒａｍ」の動的なシグナリングを可能にする。フラグ「ｂｓＤｃｕＤｙｎａｍｉｃ
な」の機能が停止する場合、パラメータ「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」および「ｂｓＤｃｕＰａ
ｒａｍ」はＳＡＯＣ特有の構成に含まれ、そして、さもなければ、パラメータ「ｂｓＤｃ
ｕＭｏｄｅ」および「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」はＳＡＯＣフレームで、または、少なくと
も、一部のＳＡＯＣフレームに含まれる。そして、そのことは後ほど述べられる。従って
、オーディオ信号エンコーダは、一回限りの信号伝達（単一のＳＡＯＣ特有の構成、およ
び、概して、複数のＳＡＯＣフレームを含むオーディオにつき）およびＳＡＯＣフレーム
のいくつかまたは全ての範囲内における前記パラメータの動的な送信を切り替えることが
できる。
【０１４６】
　パラメータ「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」は、図３ｄの表によると、歪み制御装置（ＤＣＵ）
のための歪みのないターゲットマトリックスの型を定義する。
【０１４７】
　パラメータ「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」は、図３ｅの表によると、歪み制御装置（ＤＣＵ
）アルゴリズムのためのパラメータ値を定義する。換言すれば、４ビットのパラメータ「
ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」は、（「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ[ｉｎｄ]」または「ＤｃｕＰａｒ
ａｍ[ｉｄｘ]」によっても示される）線形結合値ｇDCUにオーディオ信号デコーダによっ
てマッピングされうるインデックス値ｉｄｘを定義する。このように、パラメータ「ｂｓ
ＤｃｕＰａｒａｍ」は、量子化された方法で、線形結合パラメータを表す。
【０１４８】
　図３ｂにおいてみられるように、歪み制御装置パラメータが送信されないことを示すフ
ラグ「ｂｓＤｃｕＦｌａｇ」が「０」の値をとる場合、パラメータ「ｂｓＤｃｕＭａｎｄ
ａｔｏｒｙ」、「ｂｓＤｃｕＤｙｎａｍｉｃ」、「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」および「ｂｓＤ
ｃｕＰａｒａｍ」は「０」のデフォルト値にセットされる。
【０１４９】
　また、ＳＡＯＣ特有の構成は、ＳＡＯＣ特有の構成を所望の長さにもたらすために、１
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以上のバイト・アラインメント・ビット「ＢｙｔｅＡｌｉｇｎ」（）」を、任意に含む。
【０１５０】
　加えて、ＳＡＯＣ特有の構成は、付加的な構成パラメータを含むＳＡＯＣ拡張構成「Ｓ
ＡＯＣＥｘｔｅｎｓｉｏｎＣｏｎｆｉｇ（）」を、任意に含みうる。しかしながら、前記
構成パラメータは、本発明には関連しない、従って、議論は、簡潔さのために、ここで省
略される。
【０１５１】
５．２．　ＳＡＯＣフレーム構文
　以下において、ＳＡＯＣフレームの構文が、図３ｃの参照をして記載される。
【０１５２】
　これまで論じてきたように、ＳＡＯＣフレーム「ＳＡＯＣＦｒａｍｅ」は、概して、複
数の周波数帯（帯域単位）、および複数のオーディオオブジェクト（オーディオオブジェ
クトにつき）のために、ＳＡＯＣフレームデータにおいて含まれうる符号化オブジェクト
レベル差値ＯＬＤを含む。
【０１５３】
　また、ＳＡＯＣフレームは、複数の周波数帯（帯域単位）のために含まれうる符号化さ
れた絶対的なエネルギー値ＮＲＧを、任意に含む。
【０１５４】
　また、ＳＡＯＣフレームは、複数のオーディオオブジェクトのためのＳＡＯＣフレーム
において含まれる符号化された内部オブジェクト相関値ＩＯＣを含む。ＩＯＣ値は、概し
て、帯域単位の方法に含まれる。
【０１５５】
　また、ＳＡＯＣフレームは、符号化されたダウンミックスゲイン値ＤＭＧを含み、ここ
で、概して、オーディオオブジェクトにつき、およびＳＡＯＣフレームにつき、１つのダ
ウンミックスゲイン値がある。
【０１５６】
　また、ＳＡＯＣフレームは、任意に、符号化されたダウンミックスチャネルレベル差Ｄ
ＣＬＣを含む、ここで、概して、オーディオオブジェクトにつき、およびＳＡＯＣフレー
ムにつき、１つのダウンミックスチャネルレベル差値がある。
【０１５７】
　また、ＳＡＯＣフレームは、概して、任意に、符号化後処理ダウンミックスゲイン値Ｐ
ＤＧを含む。
【０１５８】
　加えて、ＳＡＯＣフレームは、ある条件下では、１以上の歪み制御パラメータを含みう
る。ＳＡＯＣ特有の構成の部分に含まれるフラグ「ｂｓＤｃｕＦｌａｇ」が１に等しい場
合、ビットストリームにおける歪み制御装置情報の使用法を示して、そして、また、ＳＡ
ＯＣ特有の構成におけるフラグ「ｂｓＤｃｕＤｙｎａｍｉｃ」が１の値をとる場合、動的
な（フレーム単位）歪み制御装置情報の使用法を示し、フラグ「ｂｓＩｎｄｅｐｅｎｄｅ
ｎｃｙＦｌａｇ」が動作中であるか、フラグ「ｂｓＤｃｕＤｙｎａｍｉｃＵｐｄａｔｅ」
が動作中であることに対して、「独立」ＳＡＯＣフレームと呼ばれるＳＡＯＣフレームが
提供される。
【０１５９】
　ここで、フラグ「ｂｓＩｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｙＦｌａｇ」が動作しない場合、フラグ
「ｂｓＤｃｕＤｙｎａｍｉｃＵｐｄａｔｅ」はＳＡＯＣフレームにおいてのみ含まれ、そ
して、フラグ「ｂｓＤｃｕＤｙｎａｍｉｃＵｐｄａｔｅ」は、値「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」
および「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」が更新されるかどうかを定義することに、注意されたい
。より正確に言うと、「ｂｓＤｃｕＤｙｎａｍｉｃＵｐｄａｔｅ」＝＝１は、値「ｂｓＤ
ｃｕＭｏｄｅ」および「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」が現行フレームにおいて更新されること
を意味するのに対して、「ｂｓＤｃｕＤｙｎａｍｉｃＵｐｄａｔｅ」＝＝０は、前に送信
された値が維持されることを意味する。
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【０１６０】
　したがって、歪み制御装置パラメータの送信が起動し、歪み制御装置データの動的な送
信が起動し、フラグ「ｂｓＤｃｕＤｙｎａｍｉｃＵｐｄａｔｅ」が起動する場合、上記に
おいて説明したパラメータ「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」および「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」はＳ
ＡＯＣフレームにおいて含まれる。加えて、ＳＡＯＣフレームが「独立」ＳＡＯＣフレー
ムであり、歪み制御装置データの送信が起動し、歪み制御装置データの動的な送信が起動
する場合、パラメータ「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」および「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」もＳＡＯ
Ｃフレームにおいて含まれる。
【０１６１】
　また、ＳＡＯＣフレームは、任意に、ＳＡＯＣフレームを所望の長さに満たすためのフ
ィルデータ「ｂｙｔｅＡｌｉｇｎ（）」を含む。
【０１６２】
　任意には、ＳＡＯＣフレームは、「ＳＡＯＣＥｘｔまたはＥｘｔｅｎｓｉｏｎＦｒａｍ
ｅ（）」として示される付加的な情報を含みうる。しかしながら、この任意の付加的なＳ
ＡＯＣフレーム情報は、本発明に対して関連せず、したがって、簡潔さのために、ここで
は議論されない。
【０１６３】
　完全性のために、現在のＳＡＯＣフレームの無損失性符号化が、前のＳＡＯＣフレーム
とは無関係に行われる、すなわち、現在のＳＡＯＣフレームが前のＳＡＯＣフレームの知
見なしに復号化されようとも、フラグ「ｂｓＩｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｙＦｌａｇ」が示す
点に注意されたい。
【０１６４】
６．　図４によるＳＡＯＣデコーダ／変換コーダ
　以下に、ＳＡＯＣにおけるレンダリング係数制限スキームの更なる実施形態が記載され
る。
【０１６５】
６．１．　概要
　図４は、本発明の実施形態によるオーディオデコーダ４００のブロック外略図を示す。
【０１６６】
　オーディオデコーダ４００は、ダウンミックス信号４１０、ＳＡＯＣビットストリーム
４１２、（Λによっても示される）線形結合パラメータ４１４、および（Ｒによっても示
される）レンダリングマトリックス情報４２０を受信するために構成される。オーディオ
デコーダ４００は、例えば、複数の出力チャネル１３０ａ～１３０Ｍの形でアップミック
ス信号表現を受信するために構成される。オーディオデコーダ４００は、少なくともビッ
トストリーム４２０のＳＡＯＣビットストリーム情報の部分、線形結合パラメータ４１４
およびレンダリングマトリックス情報４２０を受信する（ＤＣＵによっても示される）歪
み制御装置４４０を含む。歪み制御装置は、レンダリングマトリックス情報を修正しうる
修正レンダリング情報Ｒlimを提供する。
【０１６７】
　また、オーディオデコーダ４００は、ダウンミックス信号４１０、ＳＡＯＣビットスト
リーム４１２および修正レンダリング情報Ｒlimを受信し、そして、それに基づいて出力
チャネル１３０ａ～１３０Ｍを提供するＳＡＯＣデコーダおよび／またはＳＡＯＣ変換コ
ーダ４４８を含む。
【０１６８】
　以下に、本発明による１以上のレンダリング係数制限スキームを使用するオーディオデ
コーダ４００の機能が詳細に議論される。
【０１６９】
　一般のＳＡＯＣ処理は、時間／周波数の選択的な方法で行われて、以下の通りに記載さ
れうる。ＳＡＯＣエンコーダ（例えばＳＡＯＣエンコーダ１５０）は、いくつかの入力さ
れたオーディオオブジェクト信号の音響心理学的な特徴（例えば、オブジェクトパワーの
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ば、ダウンミックス信号１８２またはダウンミックス信号４１０）にそれらをダウンミッ
クスする。このダウンミックス信号および抽出されたサイド情報（例えば、オブジェクト
関連パラメトリックサイド情報またはＳＡＯＣビットストリーム情報４１２）が周知の知
覚的なオーディオコーダを使用している圧縮フォーマットで送信（または格納）される。
受信側において、ＳＡＯＣデコーダ４１８は、概念的に、送信されたサイド情報４１２を
使用して、元のオブジェクト信号（すなわち、別々のダウンミックスオブジェクト）を復
元しようとする。これらの近似のオブジェクト信号は、レンダリングマトリックスを使用
してターゲットシーンにミックスされる。レンダリングマトリックス、例えば、Ｒまたは
Ｒlimは、各送信されたオーディオオブジェクトおよびアップミックスセットスピーカに
対して特定されるレンダリング係数（ＲＣ）から成る。これらのＲＣは、ゲインおよび全
ての別々の／レンダーオブジェクトの空間的な位置を決定する。
【０１７０】
　事実上、分離およびミックスが計算量の大きな減少を結果として得る単一の結合された
処理ステップで実行されるので、オブジェクト信号の分離は、めったに実行されない。こ
のスキームは、送信ビットレート（１または２ダウンミックスチャネル１８２，４１０プ
ラス若干のサイド情報１８６，１８８，４１２，４１４，多くの個別のオブジェクトオー
ディオ信号の代わりに）および計算量（処理複雑さは、主に、オーディオオブジェクトの
数よりむしろ出力チャネルの数に関する）に関して大いに効率的である。ＳＡＯＣデコー
ダは、（パラメトリックレベルにおける）オブジェクトゲインおよび他のサイド情報を、
レンダー出力オーディオシーン（または、更なる復号化処理のための前処理されたダウン
ミックス信号、すなわち、概して、マルチチャネルＭＰＥＧサラウンドレンダリング）に
対して対応する信号１３０ａ～１３０Ｍを生成するためのダウンミックス信号１８２，４
１４に適用される変換符号化係数（ＴＣ）に変換する。
【０１７１】
　レンダー出力シーンの主観的に認められたオーディオ品質は、特許文献１において記載
されるように、歪み制御装置ＤＣＵ（例えば、レンダリングマトリックス修正装置）のア
プリケーションによって改善されうる。この改善は、ターゲットレンダリング設定の適度
な動的な修正を受け入れる対価のために達成されうる。レンダリング情報の修正は、不自
然なサウンド配色および／または時間的変動アーティファクトを結果として得る特定の状
況の下、時間および周波数変動されうる。
【０１７２】
　全体のＳＡＯＣシステムの範囲内において、ＤＣＵは、直接の方法のＳＡＯＣデコーダ
／変換コーダ処理チェーンに組み込まれうる。すなわち、それは、図４に見られる、ＲＣ
，Ｒを制御することによってＳＡＯＣのフロントエンドで配置される。
【０１７３】
６．２．　基礎をなす仮説
　間接的な制御方法の基礎をなす仮説は、ダウンミックスにおけるそれらの対応するオブ
ジェクトレベルからＲＣの歪みレベルおよび偏差の関係を考慮する。これは、特定の減衰
／ぶースティングが他のオブジェクトに関してＲＣによって特定のオブジェクトに適用さ
れるほど、送信されたダウンミックス信号の積極的な修正がＳＡＯＣデコーダ／変換コー
ダによってより実行されることになっているという観察に基づく。換言すれば：「オブジ
ェクトゲイン」値のより高い偏差は、（同一のダウンミックス係数を仮定する）発生する
容認できない歪みに対するより高い機会の互いの関連を示す。
【０１７４】
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【０１７５】

【０１７６】
　しかしながら、アプリケーションが、特定のレンダリングシナリオを要求するか、また
はユーザが、彼／彼女の最初のレンダリング設定（特に、１つ以上のオブジェクトの、例
えば、空間的な位置）において高い値を設定する場合、ダウンミックス類似のレンダリン
グは、ターゲットポイントとして役立たない。一方、ダウンミックスおよび最初のレンダ
リング係数（例えば、ユーザ指定のレンダリングマトリックス）の両方を考慮する場合、
そのようなポイントは、「ベストエフォート型レンダリング」として、解釈されうる。タ
ーゲットレンダリングマトリックスのこの第２の定義の目的は、ベストの可能な方法にお
ける（例えば、ユーザ指定のレンダリングマトリックスによって定義される）指定のレン
ダリングシナリオを保存することであり、しかし、同時に、最小レベルの過剰なオブジェ
クト操作のために認識可能な劣化を保つ。
【０１７７】
６．４．　ダウンミックス類似のレンダリング
６．４．１．　イントロダクション
　Ｎdmx×ＮobサイズのダウンミックスマトリックスＤは、エンコーダ（例えば、オーデ
ィオエンコーダ１５０）によって決定され、入力オブジェクトが、デコーダに送信される
ダウンミックス信号にどのように線形に結合するかの情報を含む。例えば、モノラルダウ
ンミックス信号とともに、Ｄは、単一の列ベクトルに、そして、ステレオダウンミックス
のケースＮdmx＝２において減少する。
【０１７８】
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【０１７９】

【０１８０】
６．５．　ベストエフォート型レンダリング
６．５．１．　イントロダクション
　ベストエフォート型レンダリング法は、ダウンミックスおよびレンダリング情報に依存
するターゲットレンダリングマトリックスを記載する。エネルギー規格化は、Ｎch×Ｎdm

xサイズのマトリックスＮBEによって表され、それゆえに、（複数の出力チャンネルを提
供する）各出力チャネルに対して個別の値を提供する。これは、次のセクションにおいて
要点が説明される異なるＳＡＯＣ動作モードのためのＮBEの異なる計算を必要とする。
【０１８１】

【０１８２】
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【０１８３】

【０１８４】

【０１８５】
　ここでは、ｒ1およびｒ2がバイノーラルのＨＲＴＦパラメータ情報を考慮して／組み込
む点に更に注意されたい。
【０１８６】

【０１８７】
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【０１８８】

【０１８９】

【０１９０】
　ここでは、ｒ1,nおよびｒ2,nがバイノーラルのＨＲＴＦパラメータ情報を考慮して／組
み込む点に更に注意されたい。
【０１９１】



(42) JP 5645951 B2 2014.12.24

10

20

30

40

50

【０１９２】
　また、要素ごとに平方根をとることは、勧められるか、または場合によっては必要でさ
えある。
【０１９３】

【０１９４】
６．５．１０．　（ＤＤ*）-1の計算
　用語（ＤＤ*）-1の計算のための正規化法は、不良設定マトリックスの結果を防止する
ために適用されうる。
【０１９５】
６．６．　レンダリング係数制限スキームの制御
６．６．１．　ビットストリーム構文の例
　以下において、ＳＡＯＣ特有の構成の構文表現は、図５ａを参照して記載される。ＳＡ
ＯＣ特有の構成「ＳＡＯＣＳｐｅｃｉｆｉｃＣｏｎｆｉｇ（）」は、従来のＳＡＯＣ構成
情報を含む。さらに、ＳＡＯＣ特有の構成は、以下においてさらに詳細に記載されるＤＣ
Ｕ特有の追加５１０を含む。また、ＳＡＯＣ特有の構成は、ＳＡＯＣ特有の構成の長さを
調整するために用いられる１以上のフィルビット「ＢｙｔｅＡｌｉｇｎ（）」を含む。加
えて、ＳＡＯＣ特有の構成は、任意に、さらに構成パラメータを含むＳＡＯＣ拡張構成を
含む。
【０１９６】
　ビットストリーム構文要素「ＳＡＯＣｓｐｅｃｉｆｉｃＣｏｎｆｉｇ（）」に対する図
５ａによるＤＣＵ特有の追加５１０は、提案されたＤＣＵスキームに対するビットストリ
ームシグナリングの例である。これは、非特許文献７によるドラフトＳＡＯＣ標準の従属
節「ＳＡＯＣのための５．１のペイロード」において記載される構文に関する。
【０１９７】
　以下に、パラメータのいくつかの定義が与えられる。
【０１９８】
　「ｂｓＤｃｕＦｌａｇ」
　ＤＣＵの設定がＳＡＯＣエンコーダかデコーダ／変換コーダによって決定されるかどう
か定義する。より正確に言うと、「ｂｓＤｃｕＦｌａｇ」＝１は、ＳＡＯＣエンコーダに
よるＳＡＯＣＳｐｅｃｉｆｉｃＣｏｎｆｉｇ（）において特定される値「ｂｓＤｃｕＭｏ
ｄｅ」および「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」がＤＣＵに適用されることを意味するのに対して
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、「ｂｓＤｃｕＦｌａｇ」＝０は、（デフォルト値によって初期化される）変数「ｂｓＤ
ｃｕＭｏｄｅ」および「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」がＳＡＯＣデコーダ／変換コーダアプリ
ケーションまたはユーザによってさらに修正されうることを意味する。
【０１９９】
　「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」
　ＤＣＵのモードを定義する。より正確に言うと、「ｂｓＤｃｕＭｏｄ」＝０は、「ダウ
ンミックス類似の」レンダリングモードがＤＣＵによって適用されることを意味するのに
対して、「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」＝１は、「ベストエフォート型」レンダリングモードが
ＤＣＵアルゴリズムによって適用されることを意味する。
【０２００】
　「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」
　ＤＣＵアルゴリズムのための混合パラメータ値を定義する。ここで、図５ｂの表は、「
ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」パラメータのための量子化テーブルを示す。
【０２０１】
　可能な「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」値は、この例で、４ビット表される１６のエントリを
有するテーブルの一部である。もちろん、いかなるテーブル（より大きいかより小さい）
も、使用できる。値の間の間隔は、デシベルの最大のオブジェクト分離に対応するために
対数関数的でありえる。しかし、また、値は、線形に間隔を置かれることもでき、または
、対数関数的な、および、線形、または他のいかなる種類のスケールの複合型の組み合わ
せでありうる。
【０２０２】
　ビットストリームにおける「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」パラメータは、状況に対して、最適
なＤＣＵアルゴリズムを選択するエンコーダ側で可能にする。その他が「ベストエフォー
ト型」レンダリングモードから利益を得るかもしれない一方、若干のアプリケーションま
たはコンテンツがが「ダウンミックス類似の」レンダリングモードから利益を得るので、
これは非常に役立つことがありえる。
【０２０３】
　概して、「ダウンミックス類似の」レンダリングモードは、後方の／前方の互換性が重
要であり、そして、ダウンミックスが保存されることを必要とする重要な芸術的な特性を
有するアプリケーションのための所望の方法でありうる。他方では、「ベストエフォート
型」レンダリングモードは、これがケースでないケースにおいて良好なパフォーマンスを
有することができる。
【０２０４】
　本発明に関連したこれらのＤＣＵパラメータは、もちろん、ＳＡＯＣビットストリーム
の他の如何なる部分においても伝達されうる。代わりの位置は、特定の拡張ＩＤが使用さ
れうる「ＳＡＯＣＥｘｔｅｎｓｉｏｎＣｏｎｆｉｇ（）」コンテナを使用する。これらの
両方のセクションは、ＳＡＯＣヘッダにおいて位置し、最小限のデータ転送速度のオーバ
ーヘッドを保証する。
【０２０５】
　他の代替案は、ペイロードデータ（すなわち、ＳＡＯＣＦｒａｍｅ（）における）にお
けるＤＣＵデータを伝達することである。これは、時間－変化シグナリング（例えば信号
適応制御）を考慮に入れる。
【０２０６】
　フレキシブルなアプローチは、両方のヘッダ（すなわち、静的シグナリング）のための
ＤＣＵデータ、およびペイロードデータ（すなわち、動的シグナリング）におけるビット
ストリームシグナリングを定義することである。それから、ＳＡＯＣエンコーダは、２つ
のシグナリング方法のうちの１つを選択することができる。
【０２０７】
６．７．　処理方針
　その場合、ＤＣＵ設定（例えば、ＤＣＵモード「ｂｓＤｃｕＭｏｄｅ」および混合パラ
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メータ設定「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」）がＳＡＯＣエンコーダ（例えば、「ｂｓＤｃｕＦ
ｌａｇ」＝１）によって明確に特定される場合、ＳＡＯＣデコーダ／変換コーダは、直接
的にこれらの値をＤＣＵに適用する。ＤＣＵ設定が、明確に特定されない（例えば、「ｂ
ｓＤｃｕＦｌａｇ」＝０）場合、ＳＡＯＣデコーダ／変換コーダはデフォルト値を使用し
、それらを修正するために、ＳＡＯＣデコーダ／変換コーダまたはユーザを許容する。第
１の量子化インデックス（例えば、ｉｄｘ＝０）は、ＤＣＵを使用不能にするために使用
されうる。あるいは、ＤＣＵデフォルト値（「ｂｓＤｃｕＰａｒａｍ」）は、「０」、す
なわち、ＤＣＵを使用不能にするか、または、「１」、すなわち、完全に制限することで
ありうる。
【０２０８】
７．　パフォーマンス評価
７．１．　リスニングテスト設計
　主観的なリスニングテストは、提案されたＤＣＭコンセプトの知覚的なパフォーマンス
を評価して、それを正規のＳＡＯＣ・ＲＭ復号化／変換符号化処理の結果と比較するため
に行われた。他のリスニングテストと比較して、このテストの作業は、２つの優良な態様
に関して極端なレンダリング状況（「オブジェクトを単独で行う」「オブジェクトを弱め
る」）のベストの録音品質を考慮することである：
１．（ターゲットオブジェクトの良好な減衰／ブースティング）レンダリングのオブジェ
クトを達成すること
２．全体の場面音質（歪み、アーティファクト、不自然さを考慮すること）
【０２０９】
　修正されていないＳＡＯＣ処理が、態様＃２でなく態様＃１を果たしうるのに対して、
送信されたダウンミックス信号を単に使用することは、態様＃１でなく態様＃２を果たす
ことができる点に注意されたい。
【０２１０】
　リスニングテストは、リスナー、すなわち、デコーダ側での信号として本当に使われる
材料だけに本当の選択だけを提示して行われた。このように、示された信号は正規の（Ｄ
ＣＵによって未処理の）ＳＡＯＣデコーダの出力信号であり、そして、ＳＡＯＣおよびＳ
ＡＯＣ／ＤＣＵ出力の基本的なパフォーマンスを示す。加えて、ダウンミックス信号に対
応する自明なレンダリングのケースは、リスニングテストにおいて提示される。
【０２１１】
　図６ａの表は、リスニングテストの条件を記載する。
【０２１２】
　提案されたＤＣＵが正規のＳＡＯＣデータおよびダウンミックスを使用して作動して、
残余の情報に依存しないので、中心的なコーダは対応するＳＡＯＣダウンミックス信号に
適用されない。
【０２１３】
７．２．　リスニングテストの項目
　極端なおよび重要なレンダリングを伴う以下の項目が、ＣｆＰリスニングテストの材料
から現在のリスニングテストのために選択された。
【０２１４】
　図６ｂの表は、リスニングテストのオーディオ項目を記載する。
【０２１５】
７．３．　ダウンミックスおよびレンダリング設定
　図６ｃの表において記載されるレンダリングオブジェクトゲインは、考慮されたアップ
ミックスシナリオに対して適用される。
【０２１６】
７．４．　リスニングテストの仕様
　主観的なリスニングテストは、高品質のリスニングを可能とするように設計されている
音響的に隔離されたリスニングルームにおいて実施された。再生は、ヘッドホン（ＳＴＡ
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Ｘ　ＳＲ　Ｌａｍｂｄａ　Ｐｒｏ　ｗｉｔｈ　Ｌａｋｅ－Ｐｅｏｐｌｅ　Ｄ／Ａ－Ｃｏｎ
ｖｅｒｔｅｒおよびＳＴＡＸ　ＳＲＭ－Ｍｏｎｉｔｏｒ）を使用して行われた。
【０２１７】
　テスト方法は、中間の良質なオーディオ（非特許文献２）の主観的な評価のための「Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ｓｔｉｍｕｌｕｓ　ｗｉｔｈ　Ｈｉｄｄｅｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ａ
ｎｄ　Ａｎｃｈｏｒｓ」（ＭＵＳＨＲＡ）法に同類の空間オーディオ確認テストにおいて
使用する手順でフォローされた。テスト方法は、提案されたＤＣＵの知覚的なパフォーマ
ンスを評価するために、上記に記載されたように修正された。リスナーは、以下のリスニ
ングテストの仕様を順守するように指示された：
【０２１８】
　「アプリケーションシナリオ」：あなたが、音楽材料の専用のリミックスをすることを
あなたに許可する相互作用的な音楽リミックスシステムのユーザであることを想像してく
ださい。システムは、そのレベル、空間的な位置等を変化するために各計測器に対して、
ミキシングデスクスタイルスライダを提供する。システムの本質のために、いくつかの極
端なサウンドミックスは、全体の音質を劣化させる歪みをもたらす。他方では、同程度の
楽器レベルを有するサウンドミックスは、より良い音質を生じる傾向がある。
【０２１９】
　サウンド修正強さおよびサウンド品質におけるそれらの影響に関して異なる処理アルゴ
リズムを評価することが、このテストの目的である。
【０２２０】
　このテストにおいて、「基準信号」が、ない！それの代わりに、所望のサウンドミック
スの説明が、下記を与える。
オーディオ項目ごとに対して：
－　最初、システムユーザとしてのあなたが達成することを望む所望サウンドミックスの
説明を読む

　項目「ＢｌａｃｋＣｏｆｆｅ」　　　　サウンドミックスの範囲内のソフトな金管楽器
セクション
　項目「ＶｏｉｃｅＯｖｅｒＭｕｓｉｃ」ソフトなバックグラウンド音楽
　項目「Ａｕｄｉｔｉｏｎ」　　　　　　強いボーカルおよびソフトな音楽
　項目「ＬｏｖｅＰｏｐ」　　　　　　　サウンドミックスの範囲内のソフトな弦楽セク
ション

－そして、両方とも記載するために１つの一般の等級を使用している信号を等級分けする

　－　所望のサウンドミックスのレンダリングオブジェクトを達成すること
　－　全体的なシーンのサウンド品質（歪み、アーティファクト、不自然さ、空間的な歪
み．．．を考慮する）
【０２２１】
　合計８人のリスナーは、実施されたテストの各々に参加した。すべての被検者は、経験
豊かなリスナーとして考慮されうる。テスト条件は、各テスト項目および各リスナーに対
して、自動的に無作為に選択された。主観的反応は、同様に、ＭＵＳＨＲＡスケールとさ
れる５つの間隔をともなって、０から１００にわたるスケールにおけるコンピュータによ
って動作するリスニングテストプログラムによって記録された。テストに基づく項目の間
の瞬間的なスイッチングは許容された。
【０２２２】
７．５．　リスニングテスト結果
　図７のグラフ図に示される図面はすべてのリスナーに対する項目につき平均値、および
関連した９５％の信頼区間とともに全ての評価項目の統計平均値を示す。
【０２２３】
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　以下の所見は、実施されたリスニングテストの結果に基づいてなされうる：実施された
リスニングテストに対して、得られたＭＵＳＨＲＡスコアは、提案されたＤＣＵの機能が
、全体の統計平均値の感覚において、正規のＳＡＯＣ・ＲＭシステムと比較すると著しく
より良好なパフォーマンスを提供することを証明する。（考えられる極端なレンダリング
条件に対する強いオーディオアーティファクトを示す）正規のＳＡＯＣデコーダによって
作り出される全ての項目の品質が、全ての所望のレンダリングシナリオを実現しないダウ
ンミックスに同一のレンダリング設定の品質と同程度低く等級分けされる点に注意しなけ
ればならない。それ故、提案されたＤＣＵ方法が、全ての考えられるリスニングテストの
シナリオのための主観的な信号品質の注目に値する改良につながると結論されうる。
【０２２４】
８．　結論
　上記の議論を要約するために、ＳＡＯＣにおける歪み制御のためのレンダリング係数制
限スキームが記載されている。本発明による実施形態は、最近、提案された（例えば、非
特許文献１、非特許文献２、非特許文献３、非特許文献４および非特許文献５を参照）複
数のオーディオオブジェクトを含んでいるオーディオシーンのビットレートの効率的な伝
送／蓄積のためのパラメータの技術と組み合わせて使用されうる。
【０２２５】
　極端なオブジェクトレンダリングが実行される（例えば、特許文献１を参照）場合、受
信側でのユーザ双方向性と組み合わせて、この種の技術は、従来、（本発明のレンダリン
グ係数制限スキームを用いることなく）出力信号の低い品質につながりうる。
【０２２６】
　本願明細書は、個人的選択または他の基準によるレンダリングマトリックスを制御する
ことによって、所望の再生設定（例えば、モノラル、ステレオ、５．１等）の選択および
所望の出力レンダリングシーンの相互作用的なリアルタイム修正のためのユーザインタフ
ェースのための手段を提供する空間的対象符号化（ＳＡＯＣ：Ｓｐａｔｉａｌ　Ａｕｄｉ
ｏ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｃｏｄｉｎｇ）に焦点を合わせられる。しかしながら、本発明は、一
般のパラメータの技術にも適用できる。
【０２２７】
　ダウンミックス／分離／ミックスに基づくパラメータのアプローチのため、レンダーオ
ーディオ出力の主観的な品質は、レンダリングパラメータ設定に依存する。ユーザの選択
したレンダリング設定を選択する自由は、不適当なオブジェクトレンダリングの選択肢、
例えば、全体のサウンドシーンの範囲内におけるオブジェクトの極端なゲイン操作を選択
するユーザのリスクを伴う。
【０２２８】
　商品のために、ユーザインタフェースにおけるいかなる設定のための悪いサウンド品質
および／またはオーディオアーティファクトを生成することは、必ず容認できない。生成
されたＳＡＯＣオーディオ出力の過度の悪化を制御するために、レンダーシーンの知覚的
な品質の基準を計算するというアイデアに基づくいくつかの計算基準が記載され、そして
、この基準（および、任意に、他の情報）に依存して、実際に適用されたレンダリング係
数（例えば、特許文献１を参照）を修正する。
【０２２９】
　本明細書は、全ての処理がＳＡＯＣデコーダ／変換コーダの範囲内において完全に実行
され、そして、レンダーサウンドシーンの読み取られたオーディオ品質の洗練された基準
の明確な算出を含まないレンダーＳＡＯＣの主観的なサウンド品質を保護することについ
ての他のアイデアを記載する。
【０２３０】
　これらのアイデアは、ＳＡＯＣデコーダ／変換コーダのフレームワークの範囲内におい
て、構造的に単純で、そして、極めて効率的な方法で実行されうる。提案された歪み制御
装置（ＤＣＵ）アルゴリズムは、ＳＡＯＣデコーダの入力パラメータ、すなわち、レンダ
リング係数を制限することを目的とする。
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【０２３１】
　上記を要約するために、本発明による実施形態は、上述したように、オーディオエンコ
ーダ、オーディオデコーダ、符号化の方法、復号化の方法および符号化または復号化のた
めのコンピュータプログラム、または符号化されたオーディオ信号を生成する。
【０２３２】
９．　実施形態の変形例
　いくつかの態様が装置に関連して説明されたが、これらの態様も対応する方法の説明を
表すことは明らかである、ここで、ブロックまたは装置は、方法ステップまたは方法ステ
ップの特徴に対応する。同じように、方法ステップの文脈にも記載されている態様は、対
応する装置の対応するブロックまたは項目あるいは特徴の説明を表す。方法ステップのい
くらかまたは全ては、例えば、マイクロプロセッサ、プログラム可能なコンピュータ、ま
たは電子回路のようなハードウェア装置（または使用すること）によって実行されうる。
いくつかの実施形態において、最も重要な方法ステップのいくつかの１つ以上は、この種
の装置によって実行されうる。
【０２３３】
　発明の符号化されたオーディオ信号は、デジタル記憶媒体に保存され、または、例えば
、ワイヤレス伝送媒体のような伝送媒体もしくはインターネットのような有線の伝送媒体
上に送信されうる。
【０２３４】
　特定の実施要件に応じて、本発明の実施形態は、ハードウェアにおいて、または、ソフ
トウェアで実施されうる。実施は、その上に格納される電子的に読み込み可能な制御信号
を有するデジタル記憶媒体（例えばフロッピー（登録商標）ディスク、ＤＶＤ、Ｂｌｕｅ
－Ｒａｙ（登録商標）、ＣＤ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭまたはＦＬ
ＡＳＨメモリ）を使用して実行されることができる。そして、それぞれの方法が実行され
るように、それはプログラム可能なコンピュータシステムと協同する（または協同するこ
とができる）。従って、デジタル記憶媒体は、計算機可読でありうる。
【０２３５】
　本発明によるいくつかの実施形態は、電子的に読み込み可能な制御を有するデータキャ
リアを含む。そして、それは、本願明細書において記載されている方法のうちの１つが実
行されるように、それはプログラム可能なコンピュータシステムと協同することができる
。
【０２３６】
　通常、本発明の実施形態はプログラムコードを有するコンピュータプログラム製品とし
て実施されうる。そして、コンピュータプログラム製品がコンピュータで実行する場合、
プログラムコードは、方法のうちの１つを実行するために実施される。プログラムコード
は、機械読み取り可読キャリアに、例えば格納されうる。
【０２３７】
　他の実施形態は、本願明細書において記載されていて、機械読み取り可読キャリアに格
納される方法のうちの１つを実行するためのコンピュータプログラムを含む。
【０２３８】
　換言すれば、発明の方法の実施形態は、従って、コンピュータプログラムがコンピュー
タで実行する場合、本願明細書において記載されている方法のうちの１つを実行するため
のプログラムコードを有するコンピュータプログラムである。
【０２３９】
　従って、発明の方法の更なる実施形態は、その上に記録され、本願明細書において記載
されている方法のうちの１つを実行するためのコンピュータプログラムを含むデータキャ
リア（またはデジタル記憶媒体またはコンピュータ可読媒体）である。データキャリア、
デジタル記憶媒体または記録媒体は、一般的に有形で、および／または非過渡的（ｎｏｎ
－ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎａｒｙ）である。
【０２４０】
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　発明の方法の更なる実施形態は、従って、本願明細書において記載されている方法のう
ちの１つを実行するためのコンピュータプログラムを表しているデータストリームまたは
一連の信号である。データストリームまたは信号のシーケンスは、データ通信接続を介し
て、例えばインターネットで転送されるように例えば構成されうる。
【０２４１】
　更なる実施形態は、本願明細書において記載されている方法のうちの１つを実行するた
めに構成され、または適応される、例えば、コンピュータ、またはプログラム可能な論理
装置の処理手段を含む。
【０２４２】
　更なる実施形態は、本願明細書において記載されている方法のうちの１つを実行するた
めのコンピュータプログラムをインストールしたコンピュータを含む。
【０２４３】
　いくつかの実施形態では、プログラム可能な論理装置（例えば、フィールドプログラム
可能なゲートアレイ）は、本願明細書において記載されている方法の機能のいくらかまた
は全てを実行するために用いることができる。いくつかの実施形態では、フィールドプロ
グラム可能なゲートアレイは、本願明細書において記載されている方法のうちの１つを実
行するために、マイクロプロセッサと協同することができる。通常、方法は、いくつかの
ハードウェア装置によっても好ましくは実行される。
【０２４４】
　上記した実施形態は、本発明の原理のために、単に図示するだけである。本装置および
本願明細書において説明された詳細の修正変更が他の当業者にとって明らかであるものと
理解される。従って、近い将来の特許請求の範囲だけによってのみ制限され、本願明細書
における実施形態の説明および説明として示される具体的な詳細のみによって制限されな
いという意図である。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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