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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダウンミキシングされたステレオ信号をビットストリームから受信するステップと、
　前記ステレオ信号にダウンミキシングされた多チャンネル信号のチャンネル間の電力比
を含む付加情報を前記ビットストリームから受信するステップと、
　前記付加情報とＨＲＴＦ(Head-Related　Transfer　Function)情報を前記ダウンミキシ
ングされたステレオ信号に適用して、多チャンネル効果を有するステレオ信号を生成する
ステップとを含み、
　前記多チャンネル信号は、左側信号、右側信号、左サラウンド信号、および右サラウン
ド信号を含む、多チャンネル効果を有するステレオ信号生成方法。
【請求項２】
　ビットストリームをアンパッキングして、ダウンミキシングされた信号と、
　前記ダウンミキシングされた信号に含まれる多チャンネル信号のチャンネル間の電力比
を含む付加情報を前記ビットストリームから受信するビットアンパッキング部と、
　ＨＲＴＦ(Head-Related　Transfer　Function)情報と前記付加情報を前記ダウンミキシ
ングされた信号に適用して得られる信号をアップミキシングして、多チャンネル信号を生
成する復号化部を含み、
　前記多チャンネル信号は、左側信号、右側信号、左サラウンド信号、および右サラウン
ド信号を含む、空間情報を使用した多チャンネルオーディオ信号生成装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）
の信号処理に係り、特に、空間情報（ｓｐａｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を利用して
多チャンネルオーディオ信号を処理する多チャンネルオーディオ信号処理装置、多チャン
ネルオーディオ信号処理方法、圧縮効率向上方法及び多チャンネルオーディオ信号処理シ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のオーディオ信号の処理方法及び装置は、多チャンネルオーディオ信号を復元する
とき、ＢＣＣ（Ｂｉｎａｕｒａｌ　Ｃｕｅ　Ｃｏｄｉｎｇ）のみを利用して、サラウンド
成分を復元する空間オーディオコーディング（ＳＡＣ：Ｓｐａｔｉａｌ　Ａｕｄｉｏ　Ｃ
ｏｄｉｎｇ）を用いる。ここで、ＳＡＣについては、非特許文献１に開示されており、Ｂ
ＣＣについては、非特許文献２に開示されている。
【０００３】
　ＳＡＣを用いる従来のオーディオ信号の処理方法は、ダウンミキシングする時にサラウ
ンド成分が消える。すなわち、ダウンミキシングしたステレオ信号は、サラウンド成分を
含んでいない。したがって、多チャンネルオーディオ信号を復元するとき、サラウンド成
分を生かすために多くのデータ量を有する付加情報を伝送しなければならないので、従来
のオーディオ信号の処理方法は、低いチャンネル伝送効率を有するという問題点がある。
しかも、消えるサラウンド成分を復元するために、復元された多チャンネルオーディオ信
号の音質が低下するという問題点がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】‘Ｈｉｇｈ－ｑｕａｌｉｔｙ　Ｐａｒａｍｅｔｒｉｃ　Ｓｐａｔｉａｌ
　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ　ａｔ　ＬｏｗＢｉｔｒａｔｅｓ’，１１６ｔｈ ＡＥＳ ｃ
ｏｎｖｅｎｔｉｏｎ，Ｐｒｅｐｒｉｎｔ，ｐ６０７２．
【非特許文献２】‘Ｂｉｎａｕｒａｌ　Ｃｕｅ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ａｐｐｌｉｅｄ　ｔｏ　
Ｓｔｅｒｅｏ　ａｎｄ　Ｍｕｌｔｉ－Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉ
ｏｎ’，１１２ｔｈ　ＡＥＳ　ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ，Ｐｒｅｐｒｉｎｔ，ｐ５５７４．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする第１の技術的課題は、空間情報を利用して多チャンネルオー
ディオ信号のサラウンド成分を生かしつつ符号化し、このような多チャンネルオーディオ
信号を復号化する空間情報を利用した多チャンネルオーディオ信号処理装置を提供するこ
とである。
【０００６】
　本発明が解決しようとする第２の技術的課題は、空間情報を利用して多チャンネルオー
ディオ信号のサラウンド成分を生かしつつ符号化し、このような多チャンネルオーディオ
信号を復号化する多チャンネルオーディオ信号処理方法を提供することである。
【０００７】
　本発明が解決しようとする第３の技術的課題は、空間情報を利用して多チャンネルオー
ディオ信号のサラウンド成分を生かしつつ符号化し、このような多チャンネルオーディオ
信号を復号化する圧縮効率向上方法を提供することである。
【０００８】
　本発明が解決しようとする第４の技術的課題は、空間情報を利用して多チャンネルオー
ディオ信号のサラウンド成分を生かしつつ符号化し、このような多チャンネルオーディオ
信号を復号化する多チャンネルオーディオ信号処理システムを提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を達成するための本発明に係る多チャンネルオーディオ信号処理装置は、多チ
ャンネルオーディオ信号に含まれるサラウンド成分に空間情報を適用して、前記多チャン
ネルオーディオ信号をダウンミキシングしてステレオ信号とし、このステレオ信号または
前記多チャンネルオーディオ信号を利用して、付加情報を生成し、前記ステレオ信号と前
記付加情報とを符号化して符号化信号として伝送する主符号化部と、前記符号化信号を受
信して前記ステレオ信号と前記付加情報とを復号化し、前記復号化した付加情報を利用し
て、前記復号化したステレオ信号をアップミキシングして前記多チャンネルオーディオ信
号を復元する主復号化部と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　前記主符号化部は、前記多チャンネルオーディオ信号の前記サラウンド成分に前記空間
情報を適用して、前記多チャンネルオーディオ信号をダウンミキシングしてステレオ信号
とし、このステレオ信号を出力するダウンミキシング部と、前記ステレオ信号を符号化す
る副符号化部と、前記ステレオ信号または前記多チャンネルオーディオ信号を利用して、
前記符号化信号から前記付加情報を生成する付加情報生成部と、前記付加情報を符号化す
る付加情報符号化部と、前記符号化した付加情報と前記符号化したステレオ信号とをビッ
トパッキングして前記符号化信号とし、この符号化信号を前記主復号化部に伝送するビッ
トパッキング部と、を備えていても良い。
【００１１】
　前記ダウンミキシング部は、前記多チャンネルオーディオ信号の前記サラウンド成分以
外の非サラウンド成分と加重値とを乗算する第１乗算部と、前記サラウンド成分と前記空
間情報とを乗算する第２乗算部と、前記第１乗算部で乗算した結果と前記第２乗算部で乗
算した結果とを合成して前記ステレオ信号とし、このステレオ信号を出力する合成部と、
を備えていても良い。
【００１２】
　前記主復号化部は、前記符号化信号を受信してビットアンパッキングし、ビットアンパ
ッキングした付加情報とビットアンパッキングしたステレオ信号とを出力するビットアン
パッキング部と、前記ビットアンパッキングしたステレオ信号を復号化する副復号化部と
、前記ビットアンパッキングした付加情報を復号化する付加情報復号化部と、前記復号化
した付加情報を利用して、前記復号化したステレオ信号をアップミキシングし、このアッ
プミキシングした結果を前記復元した多チャンネルオーディオ信号として出力するアップ
ミキシング部と、を備えていても良い。
【００１３】
　前記アップミキシング部は、前記復号化したステレオ信号と逆空間情報とを乗算する第
３乗算部と、前記復号化したステレオ信号の前記サラウンド成分以外の非サラウンド成分
、前記逆空間情報及び前記加重値を乗算する第４乗算部と、前記第３乗算部で乗算した結
果と前記第４乗算部で乗算した結果と前記復号化した付加情報とを利用して、前記多チャ
ンネルオーディオ信号を復元する演算部と、を備えていても良い。
【００１４】
　前記付加情報生成部は、前記符号化信号から前記サラウンド成分を復元するサラウンド
成分復元部と、前記復元したサラウンド成分と前記多チャンネルオーディオ信号との比率
を計算し、この計算した比率を前記付加情報として出力する比率計算部と、を備えていて
も良い。
【００１５】
　前記演算部は、前記第３乗算部で乗算した結果から前記第４乗算部で乗算した結果を減
算する第１減算部と、前記第１減算部から入力した前記減算した結果と前記復号化した付
加情報とを乗算して前記復元した多チャンネルオーディオ信号とし、この復元した多チャ
ンネルオーディオ信号を出力する第５乗算部と、を備えていても良い。
【００１６】
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　前記付加情報生成部は、前記符号化信号から前記サラウンド成分を復元するサラウンド
成分復元部と、前記復元したサラウンド成分と前記ステレオ信号との比率を計算して、こ
の計算した比率を前記付加情報として出力する比率計算部と、を備えていても良い。
【００１７】
　前記演算部は、前記第３乗算部で乗算した結果と前記復号化した付加情報とを乗算する
第６乗算部と、前記第６乗算部で乗算した結果から前記第４乗算部で乗算した結果を減算
して前記復元した多チャンネルオーディオ信号とし、この復元した多チャンネルオーディ
オ信号を出力する第２減算部と、を備えていても良い。
【００１８】
　前記比率計算部で計算された比率は、電力比（ｐｏｗｅｒ　ｒａｔｉｏ）を含んでいて
も良い。
【００１９】
　前記比率計算部で計算された比率は、位相比をさらに含んでいても良い。
【００２０】
　前記アップミキシング部は、前記復号化したステレオ信号から前記非サラウンド成分を
生成する非サラウンド成分復元部をさらに備えていても良い。
【００２１】
　前記逆空間情報は、前記復元した多チャンネルオーディオ信号を再生する環境に相応し
て変更されても良い。
【００２２】
　前記課題を達成するための本発明に係る多チャンネルオーディオ信号処理方法は、多チ
ャンネルオーディオ信号を符号化する主符号化部及び前記符号化した多チャンネルオーデ
ィオ信号から前記多チャンネルオーディオ信号を復号化する主復号化部を備えるオーディ
オ信号処理装置で行われるオーディオ信号の処理方法において、（ａ）前記主符号化部が
、多チャンネルオーディオ信号に含まれるサラウンド成分に空間情報を適用して前記多チ
ャンネルオーディオ信号をダウンミキシングし、前記ダウンミキシングしてステレオ信号
とし、このステレオ信号または前記多チャンネルオーディオ信号を利用して付加情報を生
成し、前記ステレオ信号と前記付加情報とを符号化して符号化信号として、この符号化信
号を前記主復号化部に伝送するステップと、（ｂ）前記主復号化部が、前記主符号化部か
ら伝送された前記符号化信号を受信して、前記ステレオ信号と前記付加情報とを復号化し
、この復号化した付加情報を利用して、前記復号化したステレオ信号をアップミキシング
して前記多チャンネルオーディオ信号を復元するステップと、を含むことを特徴とする。
【００２３】
　前記（ａ）ステップは、前記多チャンネルオーディオ信号の前記サラウンド成分に前記
空間情報を適用して前記多チャンネルオーディオ信号をダウンミキシングし、このダウン
ミキシングした結果を前記ステレオ信号として決定するステップと、前記ステレオ信号を
符号化するステップと、前記ステレオ信号または前記多チャンネルオーディオ信号を利用
して、前記符号化信号から前記付加情報を生成するステップと、前記付加情報を符号化す
るステップと、前記符号化した付加情報と前記符号化したステレオ信号とをビットパッキ
ングし、このビットパッキングした結果を前記符号化信号として伝送するステップと、を
含んでいても良い。
【００２４】
　前記（ｂ）ステップは、前記符号化信号を受信してビットアンパッキングし、ビットア
ンパッキングした付加情報とビットアンパッキングしたステレオ信号とを求めるステップ
と、前記ビットアンパッキングしたステレオ信号を復号化し、前記ビットアンパッキング
した付加情報を復号化するステップと、前記復号化した付加情報を利用して前記復号化し
たステレオ信号をアップミキシングし、このアップミキシングした結果を前記復元した多
チャンネルオーディオ信号として決定するステップと、を含んでいても良い。
【００２５】
　前記課題を達成するための本発明に係る圧縮効率向上方法は、多チャンネルオーディオ
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信号に含まれたサラウンド成分に空間情報を適用して前記多チャンネルオーディオ信号を
ダウンミキシングし、このダウンミキシングした結果であるステレオ信号または前記多チ
ャンネルオーディオ信号を利用して付加情報を生成し、前記ステレオ信号と前記付加情報
とを符号化して符号化信号として伝送するステップと、前記符号化信号を受信して前記ス
テレオ信号と前記付加情報とを復号化し、前記復号化した付加情報を利用して前記復号化
したステレオ信号をアップミキシングして、前記多チャンネルオーディオ信号を復元する
ステップと、を含むことを特徴とする。
【００２６】
　前記課題を達成するための本発明に係る多チャンネルオーディオ信号処理システムは、
多チャンネルオーディオ信号に含まれたサラウンド成分に空間情報を適用して前記多チャ
ンネルオーディオ信号をダウンミキシングし、前記ダウンミキシングした結果であるステ
レオ信号または前記多チャンネルオーディオ信号を利用して付加情報を生成し、前記ステ
レオ信号と前記付加情報とを符号化して符号化信号として伝送する符号化部と、前記符号
化信号を受信し、前記受信した符号化信号を復号化して前記ステレオ信号と前記付加情報
とを獲得し、前記復号化した付加情報を利用して前記復号化したステレオ信号をアップミ
キシングして、前記サラウンド成分に提供する復号化部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る多チャンネルオーディオ信号処理装置、多チャンネルオーディオ信号処理
方法、圧縮効率向上方法及び多チャンネルオーディオ信号処理システムは、ダウンミキシ
ングされたステレオ信号に空間情報を含め、しかも、ユーザの知覚的特性に基づいて付加
情報を生成するので、例えば、電力比と位相比とを利用して付加情報を生成するので、少
量の付加情報のみでもアップミキシングでき、主符号化部から主復号化部に伝送する付加
情報のデータ量を減らして、チャンネルの圧縮効率、すなわち、伝送効率を極大化させ、
従来のＳＡＣとは違って、サラウンド成分を除去せずにステレオ信号に含めるので、復元
した多チャンネルオーディオ信号を通じてステレオスピーカのみで多チャンネルの効果を
感じられるようにするなど実感のある音質を提供でき、従来のＢＣＣを代替でき、多チャ
ンネルオーディオシステムでスピーカの位置を考慮して効率的に表現された逆空間情報を
利用して、オーディオ信号を復号化するので、最適の音質を提供でき、クロストークを除
去できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本実施形態に係る多チャンネルオーディオ信号処理装置のブロック図である。
【図２】本実施形態に係る多チャンネルオーディオ信号処理方法を説明するためのフロー
チャートである。
【図３】図１に示した主符号化部の一実施形態を示すブロック図である。
【図４】図２に示したステップ２０の一実施形態を説明するためのフローチャートである
。
【図５】多チャンネルオーディオ信号を説明するための図面である。
【図６】図３に示したダウンミキシング部の一実施形態を示すブロック図である。
【図７】図１に示した主復号化部の一実施形態を示すブロック図である。
【図８】図２に示したステップ２２の一実施形態を説明するためのフローチャートである
。
【図９】図７に示したアップミキシング部の一実施形態を示すブロック図である。
【図１０】図３に示した付加情報生成部の一実施形態のブロック図である。
【図１１】図９に示された演算部の一実施形態を示すブロック図である。
【図１２】図９に示す演算部の他の実施形態を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明による空間情報を利用した多チャンネルオーディオ信号処理装置の構成と
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処理方法を添付した図面を参照して説明する。
【００３０】
　図１は、本実施形態に係る多チャンネルオーディオ信号処理装置のブロック図である。
本実施形態に係る多チャンネルオーディオ信号処理装置は、主符号化部１０及び主復号化
部１２で構成される。
【００３１】
　図２は、本実施形態に係る多チャンネルオーディオ信号処理方法を説明するためのフロ
ーチャートである。本実施形態に係る多チャンネルオーディオ信号処理方法は、多チャン
ネルオーディオ信号を符号化するステップ（ステップ２０）及び符号化された多チャンネ
ルオーディオ信号を復号化するステップ（ステップ２２）からなる。
【００３２】
　図１に示すように、主符号化部１０は、入力端子ＩＮ１を通じて入力した多チャンネル
オーディオ信号に含まれるサラウンド成分に空間情報を適用して多チャンネルオーディオ
信号をダウンミキシングしてステレオ信号とし、ステレオ信号または多チャンネルオーデ
ィオ信号を利用して付加情報を生成し、ステレオ信号と付加情報とを符号化し、符号化し
た結果を符号化信号として主復号化部１２に伝送する（ステップ２０）。
【００３３】
　ここで、空間情報については‘Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｈｅａｄ－Ｒｅｌａ
ｔｅｄ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ（ＨＲＴＦｓ）’という題目でＲｅｐｒ
ｅｓｅｎｔａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ＨＲＴＦｓ　ｉｎ　Ｔｉｍｅ、Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ａ
ｎｄ　Ｓｐａｃｅ、１０７ｔｈ　ＡＥＳ　ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ、Ｐｒｅｐｒｉｎｔに記
載された論文番号５０２６に開示されている。
【００３４】
　ステップ２０の後に、主復号化部１２は、主符号化部１０から伝送された符号化された
ステレオ信号と付加情報を受信し、受信した符号化されたステレオ信号と付加情報を利用
してステレオ信号と付加情報とを復号化し、復号化した付加情報を利用して復号化したス
テレオ信号をアップミキシングして多チャンネルオーディオ信号を復元し、復元した多チ
ャンネルオーディオ信号を、出力端子ＯＵＴ１を通じて出力する（ステップ２２）。
【００３５】
　以下、本実施形態に係るオーディオ信号処理装置の実施形態それぞれの構成及び動作と
、各実施形態で行われるオーディオ信号の処理方法とを、添付した図面を参照して、詳細
に説明する。
【００３６】
　図３は、図１に示した主符号化部の一実施形態を示すブロック図である。主符号化部１
０Ａは、ダウンミキシング部３０、副符号化部３２、付加情報生成部３４、付加情報符号
化部３６及びビットパッキング部３８で構成される。
【００３７】
　図４は、図２に示したステップ２０の一実施形態を説明するためのフローチャートであ
る。ステップ２０Ａは、空間情報を利用して、多チャンネルオーディオ信号をダウンミキ
シングするステップ（ステップ５０）、ステレオ信号と生成した付加情報とを符号化する
ステップ（ステップ５２～ステップ５６）及び符号化した結果をビットパッキングするス
テップ（ステップ５８）からなる。
【００３８】
　ダウンミキシング部３０は、入力端子ＩＮ２を通じて入力した多チャンネルオーディオ
信号に含まれるサラウンド成分に空間情報を適用して、多チャンネルオーディオ信号を次
の式（１）のようにダウンミキシングし、ダウンミキシングした結果をステレオ信号とし
て副符号化部３２に出力する（ステップ５０）。
【００３９】
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【数１】

　ここで、Ｌｍ及びＲｍは、ダウンミキシングされた結果であるステレオ信号の左側成分
と右側成分とをそれぞれ表し、Ｗは、加重値であり、事前に決定されても可変であっても
よく、Ｆｉ０及びＦｉ１は、入力端子ＩＮ２を通じて入力される多チャンネルオーディオ
信号に含まれる成分のうち非サラウンド成分を表し、Ｓｊ０及びＳｊ１は、多チャンネル
オーディオ信号に含まれる成分のうちサラウンド成分を表し、Ｎｆは、非サラウンド成分
に含まれるチャンネルの数を表し、Ｎｓは、サラウンド成分に含まれるチャンネルの数を
表し、Ｆｉ０及びＳｊ０において、‘０’は、左側（Ｌ：Ｌｅｆｔ）（あるいは右側（Ｒ
：Ｒｉｇｈｔ））成分を表し、Ｆｉ１及びＳｊ１において、‘１’は、右側（Ｒ）（ある
いは左側（Ｌ））成分を表し、Ｈｊは、空間情報を表す空間フィルタの伝達関数を表す。
【００４０】
　図５は、多チャンネルオーディオ信号を説明するための図面である。多チャンネルオー
ディオ信号は、非サラウンド成分６０、６２及び６４とサラウンド成分６６及び６８で構
成される。ここで、符号６９は、聴取者を表す。
【００４１】
　図５に示すように、多チャンネルオーディオ信号で非サラウンド成分は、左側チャンネ
ル６０（Ｌ：Ｌｅｆｔ）と右側チャンネル６４（Ｒ：Ｒｉｇｈｔ）及び中央チャンネル６
２（Ｃ：Ｃｅｎｔｅｒ）からなるフロント成分からなり、多チャンネルオーディオ信号で
サラウンド成分は、右側サラウンドチャンネル（ＲＳ：Ｒｉｇｈｔ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄ）
６６と左側サラウンドチャンネル（ＬＳ：Ｌｅｆｔ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄ）６８とからなる
とする。このとき、式（１）は、次の式（２）のように簡略化される。
【００４２】

【数２】

ここで、
【００４３】
【数３】

は、多チャンネルオーディオ信号で非サラウンド成分６０、６２及び６４を表し、
【００４４】
【数４】

は、多チャンネルオーディオ信号でサラウンド成分６６及び６８を表し、
【００４５】

【数５】

は、空間情報Ｈｊを表す。以上のことからわかるように、本実施例のコンテキストにおい
て、空間情報Ｈｊ（Ｈ１，Ｈ２，Ｈ３，Ｈ４）は、多チャンネルオーディオ信号のサラウ
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ンド成分を、ダウンミックスされたステレオ信号の左、右成分への寄与に変換する伝達関
数（例えば、段落［００３３］記載のＨＲＴＦ）である。
【００４６】
　図６は、図３に示したダウンミキシング部の一実施形態を示すブロック図である。ダウ
ンミキシング部３０Ａは、第１乗算部７０、第２乗算部７２及び合成部７４で構成される
。図６に示すように、ダウンミキシング部３０Ａの第１乗算部７０は、入力端子ＩＮ３を
通じて入力した加重値と入力端子ＩＮ４を通じて入力した多チャンネルオーディオ信号に
含まれる非サラウンド成分とを乗算し、乗算した結果を合成部７４に出力する。このとき
、第２乗算部７２は、入力端子ＩＮ４を通じて入力した多チャンネルオーディオ信号に含
まれるサラウンド成分と空間情報とを乗算し、乗算した結果を合成部７４に出力する。合
成部７４は、第１乗算部７０で乗算した結果及び第２乗算部７２で乗算した結果を合成し
、合成した結果をステレオ信号として出力端子ＯＵＴ３を通じて出力する。
【００４７】
　一方、図３及び図４に示すように、ステップ５０の後に、副符号化部３２は、ダウンミ
キシング部３０から入力したステレオ信号を符号化し、符号化したステレオ信号をビット
パッキング部３８に出力する（ステップ５２）。例えば、副符号化部３２は、ＭＰ３（ま
たは、ＭＰＥＧ－１　ｌａｙｅｒ　３あるいはＭＰＥＧ－２　ｌａｙｅｒ　３ともいう。
）、ＭＰＥＧ４－ＡＡＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）、ＭＰＥＧ４
－ＢＳＡＣ（ＢＳＡＣ：Ｂｉｔ　Ｓｌｉｃｅｄ　Ａｒｉｔｈｍｅｔｉｃ　Ｃｏｄｉｎｇ）
形式で、ステレオ信号を符号化できる。
【００４８】
　ステップ５２の後に、付加情報生成部３４は、ダウンミキシング部３０から入力したス
テレオ信号または入力端子ＩＮ２を通じて入力した多チャンネルオーディオ信号を利用し
つつ、ビットパッキング部３８から入力した符号化信号（符号化信号については後記する
。）から付加情報を生成し、生成した付加情報を付加情報符号化部３６に出力する（ステ
ップ５４）。ここで、付加情報生成部３４の実施形態及びその付加情報の生成についての
詳細な説明は後述する。
【００４９】
　ステップ５４の後に、付加情報符号化部３６は、付加情報生成部３４で生成した付加情
報を符号化し、符号化した付加情報をビットパッキング部３８に出力する（ステップ５６
）。このために、付加情報符号化部３６は、付加情報生成部３４で生成した付加情報を量
子化し、量子化した結果を圧縮し、圧縮した結果を符号化した付加情報としてビットパッ
キング部３８に出力できる。
【００５０】
　本実施形態に係るオーディオ信号の処理方法におけるステップ５２は、ステップ５４ま
たはステップ５６と同時に行ってもよく、ステップ５４とステップ５６の間に行ってもよ
く、さらにステップ５６とステップ５８の間に行ってもよい。
【００５１】
　ビットパッキング部３８は、付加情報符号化部３６で符号化した付加情報と副符号化部
３２で符号化したステレオ信号とをビットパッキングし、ビットパッキングした結果を符
号化信号（ビットストリーム状の符号化信号）として主復号化部１２（図１参照）に出力
端子ＯＵＴ２を通じて伝送する一方、付加情報生成部３４に出力する（ステップ５８）。
例えば、ビットパッキング部３８は、符号化した付加情報と符号化したステレオ信号とを
保存した後、保存してある符号化した付加情報を出力した後、符号化したステレオ信号を
出力する順次的な動作を反復的に行う。すなわち、ビットパッキング部３８は、符号化し
た付加情報と符号化したステレオ信号とをマルチプレクシングし、マルチプレクシングし
た結果を符号化信号として出力する。
【００５２】
　図７は、図１に示した主復号化部の一実施形態を示すブロック図である。主復号化部１
２Ａは、ビットアンパッキング部９０、副復号化部９２、付加情報復号化部９４及びアッ
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プミキシング部９６で構成される。
【００５３】
　図８は、図２に示したステップ２２の一実施形態を説明するためのフローチャートであ
る。ステップ２２Ａは、符号化信号をビットアンパッキング（ｂｉｔ　ｕｎｐａｃｋｉｎ
ｇ）するステップ（ステップ１１０）及び付加情報を利用してステレオ信号をアップミキ
シングするステップ（ステップ１１２及びステップ１１４）からなる。
【００５４】
　図７に示すように、ビットアンパッキング部９０は、主符号化部１０から伝送されたビ
ットストリーム状の符号化信号を、入力端子ＩＮ５を通じて入力して、入力した符号化信
号をビットアンパッキングし、ビットアンパッキングした付加情報を付加情報復号化部９
４に出力し、ビットアンパッキングしたステレオ信号を副復号化部９２に出力する（ステ
ップ１１０）。すなわち、ビットアンパッキング部９０は、ビットパッキング部３８（図
３参照）でビットパッキングした結果をビットアンパッキングする役割を担う。
【００５５】
　ステップ１１０の後に、副復号化部９２は、ビットアンパッキングしたステレオ信号を
復号化し、復号化した結果をアップミキシング部９６に出力し、付加情報復号化部９４は
、ビットアンパッキングした付加情報を復号化し、復号化した結果をアップミキシング部
９６に出力する（ステップ１１２）。前述したように、付加情報符号化部３６（図３参照
）が付加情報を量子化し、量子化した結果を圧縮するとき、付加情報復号化部９４は、付
加情報を復元し、復元した結果を逆量子化し、逆量子化した結果を復号化した付加情報と
してアップミキシング部９６に出力する。
【００５６】
　ステップ１１２の後に、アップミキシング部９６は、付加情報復号化部９４で復号化し
た付加情報を利用して、副復号化部９２で復号化したステレオ信号をアップミキシングし
、アップミキシングした結果を復元した多チャンネルオーディオ信号として出力端子ＯＵ
Ｔ４を通じて出力する（ステップ１１４）。
【００５７】
　図９は、図７に示したアップミキシング部の一実施形態を示すブロック図である。図９
に示すように、アップミキシング部９６Ａは、第３乗算部１３０、第４乗算部１３４、非
サラウンド成分復元部１３２及び演算部１３６で構成される。
【００５８】
　図９に示すように、第３乗算部１３０は、入力端子ＩＮ６を通じて副復号化部９２（図
７参照）から入力した復号化したステレオ信号と逆空間情報Ｇとを乗算し、この乗算した
結果を演算部１３６に出力する。ここで、逆空間情報Ｇとは、次の式（３）のように、空
間情報Ｈの逆に該当する。なお、逆空間情報Ｇは、主復号化部１２（図１参照）で復元さ
れる多チャンネルオーディオ信号を再生する環境に相応して変更されてもよく、事前にあ
らかじめ決定してもよい。
逆空間情報Ｇを主復号化部１２で復元される多チャンネルオーディオ信号を再生する環境
に相応して変更するとは、空間情報Ｈを設定したときと、スピーカセッティング（ｓｐｅ
ａｋｅｒ　ｓｅｔｔｉｎｇ）が異なる場合に、変更したスピーカセッティングに基づき、
空間情報Ｈを変更し、式（３）から逆空間情報Ｇを求めることを意味している。また、変
更したスピーカセッティングに適合した逆空間情報Ｇを求めることであってもよい。
【００５９】
【数６】

　非サラウンド成分復元部１３２は、入力端子ＩＮ６を通じて副復号化部９２（図７参照
）から入力した復号化したステレオ信号から非サラウンド成分を生成し、生成した非サラ
ウンド成分を第４乗算部１３４に出力する。例えば、図３に示したダウンミキシング部３
０が、前述した式（２）のように、多チャンネルオーディオ信号をダウンミキシングする
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場合、非サラウンド成分復元部１３２は、次の式（４）のように、非サラウンド成分を生
成できる。
【００６０】
【数７】

　ここで、Ｌ´は、非サラウンド成分復元部１３２で生成した非サラウンド成分のうち、
左側（チャンネル）成分を表し、Ｒ´は、非サラウンド成分復元部１３２で生成した非サ
ラウンド成分のうち、右側（チャンネル）成分を表し、Ｃ´は、非サラウンド成分復元部
１３２で生成した非サラウンド成分のうち、中央（チャンネル）成分を表し、Ｌｍ´は、
副復号化部９２で復号化したステレオ信号の左側（チャンネル）成分を表し、Ｒｍ´は、
副復号化部９２で復号化したステレオ信号の右側（チャンネル）成分をそれぞれ表す。
【００６１】
　第４乗算部１３４は、非サラウンド成分復元部１３２から入力した非サラウンド成分、
逆空間情報Ｇ及び加重値Ｗを乗算し、乗算した結果を演算部１３６に出力する。ここで、
アップミキシング部９６Ａは、非サラウンド成分復元部１３２を設けなくても良い。その
場合、復号化したステレオ信号のサラウンド成分以外の非サラウンド成分は、外部からア
ップミキシング部９６Ａの第４乗算部１３４に入力端子ＩＮ７を通じて直接入力される。
【００６２】
　演算部１３６は、第３乗算部１３０で乗算した結果、第４乗算部１３４で乗算した結果
及び入力端子ＩＮ８を通じて付加情報復号化部９４（図７参照）から入力した復号化した
付加情報を利用して、多チャンネルオーディオ信号を復元し、復元した多チャンネルオー
ディオ信号を、出力端子ＯＵＴ４を通じて出力する。
【００６３】
　図１０は、図３に示した付加情報生成部の一実施形態のブロック図である。図１０に示
すように、付加情報生成部３４Ａは、サラウンド成分復元部１５０及び比率計算部１５２
で構成される。
【００６４】
　サラウンド成分復元部１５０は、入力端子ＩＮ９を通じてビットパッキング部３８（図
３参照）から入力した符号化信号からサラウンド成分を復元し、復元したサラウンド成分
を比率計算部１５２に出力する。
【００６５】
　このために、サラウンド成分復元部１５０は、図１０に示すように、例えば、ビットア
ンパッキング部１６０、副復号化部１６２、付加情報復号化部１６４及びアップミキシン
グ部１６６として具現することが可能である。ここで、ビットアンパッキング部１６０、
副復号化部１６２、付加情報復号化部１６４及びアップミキシング部１６６は、図７に示
すビットアンパッキング部９０、副復号化部９２、付加情報復号化部９４及びアップミキ
シング部９６それぞれと同じ機能なので、ここで、それらについての詳細な説明は省略す
る。
【００６６】
　図１０に示す比率計算部１５２は、サラウンド成分復元部１５０から出力される復元し
たサラウンド成分と入力端子ＩＮ１０を通じて入力した多チャンネルオーディオ信号との
比率を計算し、この計算した比率を付加情報として出力端子ＯＵＴ５を通じて付加情報符
号化部３６（図３参照）に出力する。例えば、図３に示すダウンミキシング部３０が、前
述した式（２）のようにダウンミキシングする場合、比率計算部１５２は、次の式（５）
のように付加情報を生成できる。
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【００６７】
【数８】

　ここで、ＳＩは、比率計算部１５２で生成される付加情報を表し、ＬＳ´は、サラウン
ド成分復元部１５０で復元した、例えば、アップミキシング部１６６から出力される復元
した多チャンネルオーディオ信号に含まれるサラウンド成分のうち、左側成分を意味し、
ＲＳ´は、アップミキシング部１６６から出力される復元した多チャンネルオーディオ信
号に含まれるサラウンド成分のうち、右側成分をそれぞれ意味する。
【００６８】
　本実施形態において、比率計算部１５２により前述した式（５）のように生成された付
加情報の比率は、電力比となってもよく、電力比及び位相比となってもよい。例えば、比
率計算部１５２は、付加情報を、次の式（６）のように生成してもよく、次の式（７）の
ように生成してもよい。
【００６９】

【数９】

　ここで、｜ＬＳ´｜は、ＬＳ´の電力を表し、｜ＬＳ｜は、ＬＳの電力を表し、｜ＲＳ
´｜は、ＲＳ´の電力を表し、｜ＲＳ｜は、ＲＳの電力をそれぞれ表す。
【００７０】

【数１０】

　ここで、∠ＬＳ´は、ＬＳ´の位相を表し、∠ＬＳは、ＬＳの位相を表し、∠ＲＳ´は
、ＲＳ´の位相を表し、∠ＲＳは、ＲＳの位相をそれぞれ表す。
【００７１】
　本発明の他の実施形態によれば、比率計算部１５２は、サラウンド成分復元部１５０か
ら出力される復元したサラウンド成分と入力端子ＩＮ１０を通じてダウンミキシング部３
０（図３参照）から入力したステレオ信号との比率を計算し、この計算結果を付加情報と
して出力端子ＯＵＴ５を通じて付加情報符号化部３６（図３参照）に出力する。例えば、
ダウンミキシング部３０が、前述した式（２）のようにダウンミキシングする場合、比率
計算部１５２は、次の式（８）のように付加情報を生成できる。
【００７２】

【数１１】

　本実施形態によれば、比率計算部１５２で前述した式（８）により生成した付加情報の
比率は、電力比となってもよく、電力比及び位相比となってもよい。例えば、比率計算部
１５２は、付加情報を次の式（９）のように生成してもよく、次の式（１０）のように生
成してもよい。
【００７３】

【数１２】
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　ここで、｜Ｌｍ｜は、Ｌｍの電力を表し、｜Ｒｍ｜は、Ｒｍの電力をそれぞれ表す。
【００７４】
【数１３】

　ここで、∠Ｌｍは、Ｌｍの位相を表し、∠Ｒｍは、Ｒｍの位相をそれぞれ表す。
前述したように、比率計算部１５２が復元したサラウンド成分と多チャンネルオーディオ
信号との比率を計算することによって付加情報を生成する場合の、演算部１３６（図９参
照）の構成及び動作は次のようになる。
【００７５】
　図１１は、図９に示された演算部の一実施形態を示すブロック図である。演算部１３６
Ａは、第１減算部１７０及び第５乗算部１７２で構成される。
【００７６】
　第１減算部１７０は、入力端子ＩＮ１１を通じて入力した第３乗算部１３０（図９参照
）で乗算した結果から入力端子ＩＮ１２を通じて入力した第４乗算部１３４で乗算した結
果を減算し、減算した結果を第５乗算部１７２に出力する。このとき、第５乗算部１７２
は、第１減算部１７０から入力した減算した結果と入力端子ＩＮ１３を通じて入力した付
加情報復号化部９４（図７参照）で復号化した付加情報とを乗算し、乗算した結果を復元
した多チャンネルオーディオ信号として出力端子ＯＵＴ６を通じて出力する。
【００７７】
　例えば、ダウンミキシング部３０（図３参照）が、前述した式（２）のように、多チャ
ンネルオーディオ信号をダウンミキシングする場合、第５乗算部１７２から出力される復
元した多チャンネルオーディオ信号のサラウンド成分は、次の式（１１）の通りである。
【００７８】

【数１４】

ここで、
【００７９】
【数１５】

は、第５乗算部１７２から出力される復元した多チャンネルオーディオ信号のサラウンド
成分を表し、ＳＩ’は、復号化した付加情報を表し、
【００８０】

【数１６】

は、第１減算部１７０から出力される減算された結果であって、次の式（１２）の通りで
ある。
【００８１】

【数１７】
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【００８２】
【数１８】

は、副復号化部９２（図７参照）から入力端子ＩＮ６を通じて第３乗算部１３０に入力さ
れる復号化したステレオ信号を表し、
【００８３】

【数１９】

は、非サラウンド成分復元部１３２で生成した非サラウンド成分を表す。
【００８４】
　一方、比率計算部１５２（図１０参照）が復元したサラウンド成分とダウンミキシング
部３０（図３参照）から入力したステレオ信号との比率によって付加情報を生成する場合
の、演算部１３６（図９参照）の構成及び動作は次のようになる。
【００８５】
　図１２は、図９に示す演算部の他の実施形態を示すブロック図である。演算部１３６Ｂ
は、第６乗算部１９０及び第２減算部１９２で構成される。
【００８６】
　第６乗算部１９０は、入力端子ＩＮ１４を通じて入力した第３乗算部１３０（図９参照
）で乗算した結果と入力端子ＩＮ１５を通じて入力した付加情報復号化部９４（図９参照
）で復号化した付加情報とを乗算し、乗算した結果を第２減算部１９２に出力する。第２
減算部１９２は、第６乗算部１９０で乗算した結果から入力端子ＩＮ１６を通じて入力し
た第４乗算部１３４（図９参照）で乗算した結果を減算し、減算した結果を復元した多チ
ャンネルオーディオ信号として出力端子ＯＵＴ７を通じて出力する。
【００８７】
　例えば、ダウンミキシング部３０（図３参照）が、前述した式（２）により、多チャン
ネルオーディオ信号をダウンミキシングする場合、第２減算部１９２から出力される減算
した結果である復元した多チャンネルオーディオ信号のサラウンド成分は、次の式（１３
）の通りである。
【００８８】

【数２０】

ここで、
【００８９】
【数２１】

は、第２減算部１９２から出力される復元した多チャンネルオーディオ信号のサラウンド
成分を表し、
【００９０】
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【数２２】

は、第６乗算部１９０で乗算された結果を表し、
【００９１】

【数２３】

は、第４乗算部１３４で乗算された結果を表し、
【００９２】
【数２４】

は、前述した式（１２）の通りである。
【００９３】
　前述した本実施形態に係る空間情報を利用した多チャンネルオーディオ信号の処理装置
及び方法は、復元されたステレオ信号を利用して非サラウンド成分を先に復元した後に、
復元された非サラウンド成分を利用してサラウンド成分を復元する。したがって、多チャ
ンネルオーディオ信号を復元するとき、サラウンド成分と非サラウンド成分とを共に復元
する時に引き起こされる混線（クロストーク）を除去することが可能となる。
【００９４】
　本発明は、図面を参照しながら実施形態に基づいて説明されたが、これは、例示的なも
のに過ぎず、当業者ならば、これから多様な変形及び均等な他の実施形態が可能であると
いうことが分かる。したがって、本発明の真の技術的範囲は、特許請求の範囲に記載の技
術的思想によって決定されなければならない。
【００９５】
　なお、多チャンネルオーディオ信号処理装置、多チャンネルオーディオ信号処理方法は
、１つのコンピュータで実現しても良く、また複数のコンピュータで実現しても良い。
【００９６】
　なお、本分割出願の原出願において出願当初に記載されていた請求項１～１８と同一の
記載を以下に付記する。
【００９７】
　＜１＞多チャンネルオーディオ信号に含まれるサラウンド成分に空間情報を適用して、
前記多チャンネルオーディオ信号をダウンミキシングしてステレオ信号とし、このステレ
オ信号または前記多チャンネルオーディオ信号を利用して、付加情報を生成し、前記ステ
レオ信号と前記付加情報とを符号化して符号化信号として伝送する主符号化部と、
　前記符号化信号を受信して前記ステレオ信号と前記付加情報とを復号化し、前記復号化
した付加情報を利用して、前記復号化したステレオ信号をアップミキシングして前記多チ
ャンネルオーディオ信号を復元する主復号化部と、
　を備えることを特徴とする多チャンネルオーディオ信号処理装置。
【００９８】
　＜２＞前記主符号化部は、
　前記多チャンネルオーディオ信号の前記サラウンド成分に前記空間情報を適用して、前
記多チャンネルオーディオ信号をダウンミキシングして前記ステレオ信号としてこのステ
レオ信号を出力するダウンミキシング部と、
　前記ステレオ信号を符号化する副符号化部と、
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　前記ステレオ信号または前記多チャンネルオーディオ信号を利用して、前記符号化信号
から前記付加情報を生成する付加情報生成部と、
　前記付加情報を符号化する付加情報符号化部と、
　前記符号化した付加情報と前記符号化したステレオ信号とをビットパッキングして前記
符号化信号とし、この符号化信号を前記主復号化部に伝送するビットパッキング部と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の多チャンネルオーディオ信号処理装置。
【００９９】
　＜３＞前記ダウンミキシング部は、
　前記多チャンネルオーディオ信号の前記サラウンド成分以外の非サラウンド成分と加重
値とを乗算する第１乗算部と、
　前記サラウンド成分と前記空間情報とを乗算する第２乗算部と、
　前記第１乗算部で乗算した結果と前記第２乗算部で乗算した結果とを合成して前記ステ
レオ信号とし、このステレオ信号を出力する合成部と、
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の多チャンネルオーディオ信号処理装置。
【０１００】
　＜４＞前記主復号化部は、
　前記符号化信号を受信してビットアンパッキングし、ビットアンパッキングした付加情
報とビットアンパッキングしたステレオ信号とを出力するビットアンパッキング部と、
　前記ビットアンパッキングしたステレオ信号を復号化する副復号化部と、
　前記ビットアンパッキングした付加情報を復号化する付加情報復号化部と、
　前記復号化した付加情報を利用して、前記復号化したステレオ信号をアップミキシング
し、このアップミキシングした結果を前記復元した多チャンネルオーディオ信号として出
力するアップミキシング部と、
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の多チャンネルオーディオ信号処理装置。
【０１０１】
　＜５＞前記アップミキシング部は、
　前記復号化したステレオ信号と逆空間情報とを乗算する第３乗算部と、
　前記復号化したステレオ信号の前記サラウンド成分以外の非サラウンド成分、前記逆空
間情報及び前記加重値を乗算する第４乗算部と、
　前記第３乗算部で乗算した結果と前記第４乗算部で乗算した結果と前記復号化した付加
情報とを利用して、前記多チャンネルオーディオ信号を復元する演算部と、
　を備えることを特徴とする請求項４に記載の多チャンネルオーディオ信号処理装置。
【０１０２】
　＜６＞前記付加情報生成部は、
　前記符号化信号から前記サラウンド成分を復元するサラウンド成分復元部と、
　前記復元したサラウンド成分と前記多チャンネルオーディオ信号との比率を計算し、こ
の計算した比率を前記付加情報として出力する比率計算部と、
　を備えることを特徴とする請求項５に記載の多チャンネルオーディオ信号処理装置。
【０１０３】
　＜７＞前記演算部は、
　前記第３乗算部で乗算した結果から前記第４乗算部で乗算した結果を減算する第１減算
部と、
　前記第１減算部から入力した前記減算した結果と前記復号化した付加情報とを乗算して
前記復元した多チャンネルオーディオ信号とし、この復元した多チャンネルオーディオ信
号を出力する第５乗算部と、
　を備えることを特徴とする請求項６に記載の多チャンネルオーディオ信号処理装置。
【０１０４】
　＜８＞前記付加情報生成部は、
　前記符号化信号から前記サラウンド成分を復元するサラウンド成分復元部と、
　前記復元したサラウンド成分と前記ステレオ信号との比率を計算して、この計算した比
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率を前記付加情報として出力する比率計算部と、
　を備えることを特徴とする請求項５に記載の多チャンネルオーディオ信号処理装置。
【０１０５】
　＜９＞前記演算部は、
　前記第３乗算部で乗算した結果と前記復号化した付加情報とを乗算する第６乗算部と、
　前記第６乗算部で乗算した結果から前記第４乗算部で乗算した結果を減算して前記復元
した多チャンネルオーディオ信号とし、この復元した多チャンネルオーディオ信号を出力
する第２減算部と、
　を備えることを特徴とする請求項８に記載の多チャンネルオーディオ信号処理装置。
【０１０６】
　＜１０＞前記比率計算部で計算された比率は、電力比を含むことを特徴とする請求項６
または請求項８に記載の多チャンネルオーディオ信号処理装置。
【０１０７】
　＜１１＞前記比率計算部で計算された比率は、位相比をさらに含むことを特徴とする請
求項１０に記載の多チャンネルオーディオ信号処理装置。
【０１０８】
　＜１２＞前記アップミキシング部は、
　前記復号化したステレオ信号から前記非サラウンド成分を生成する非サラウンド成分復
元部をさらに備えることを特徴とする請求項５に記載の多チャンネルオーディオ信号処理
装置。
【０１０９】
　＜１３＞前記逆空間情報は、前記復元した多チャンネルオーディオ信号を再生する環境
に相応して変更されることを特徴とする請求項５に記載の多チャンネルオーディオ信号処
理装置。
【０１１０】
　＜１４＞多チャンネルオーディオ信号を符号化する主符号化部及び前記符号化した多チ
ャンネルオーディオ信号から前記多チャンネルオーディオ信号を復号化する主復号化部を
備えるオーディオ信号処理装置で行われるオーディオ信号の処理方法において、
　（ａ）前記主符号化部が、多チャンネルオーディオ信号に含まれるサラウンド成分に空
間情報を適用して前記多チャンネルオーディオ信号をダウンミキシングし、前記ダウンミ
キシングしてステレオ信号とし、このステレオ信号または前記多チャンネルオーディオ信
号を利用して付加情報を生成し、前記ステレオ信号と前記付加情報とを符号化して符号化
信号として、この符号化信号を前記主復号化部に伝送するステップと、
　（ｂ）前記主復号化部が、前記主符号化部から伝送された前記符号化信号を受信して、
前記ステレオ信号と前記付加情報とを復号化し、この復号化した付加情報を利用して、前
記復号化したステレオ信号をアップミキシングして前記多チャンネルオーディオ信号を復
元するステップと、
　を含むことを特徴とする多チャンネルオーディオ信号処理方法。
【０１１１】
　＜１５＞前記（ａ）ステップは、
　前記多チャンネルオーディオ信号の前記サラウンド成分に前記空間情報を適用して前記
多チャンネルオーディオ信号をダウンミキシングし、このダウンミキシングした結果を前
記ステレオ信号として決定するステップと、
　前記ステレオ信号を符号化するステップと、
　前記ステレオ信号または前記多チャンネルオーディオ信号を利用して、前記符号化信号
から前記付加情報を生成するステップと、
　前記付加情報を符号化するステップと、
　前記符号化した付加情報と前記符号化したステレオ信号とをビットパッキングし、この
ビットパッキングした結果を前記符号化信号として伝送するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１４に記載の多チャンネルオーディオ信号処理方法。
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【０１１２】
　＜１６＞前記（ｂ）ステップは、
　前記符号化信号を受信してビットアンパッキングし、ビットアンパッキングした付加情
報とビットアンパッキングしたステレオ信号とを求めるステップと、
　前記ビットアンパッキングしたステレオ信号を復号化し、前記ビットアンパッキングし
た付加情報を復号化するステップと、
　前記復号化した付加情報を利用して前記復号化したステレオ信号をアップミキシングし
、このアップミキシングした結果を前記復元した多チャンネルオーディオ信号として決定
するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１５に記載の多チャンネルオーディオ信号処理方法。
【０１１３】
　＜１７＞多チャンネルオーディオ信号に含まれたサラウンド成分に空間情報を適用して
前記多チャンネルオーディオ信号をダウンミキシングし、このダウンミキシングした結果
であるステレオ信号または前記多チャンネルオーディオ信号を利用して付加情報を生成し
、前記ステレオ信号と前記付加情報とを符号化して符号化信号として伝送するステップと
、
　前記符号化信号を受信して前記ステレオ信号と前記付加情報とを復号化し、前記復号化
した付加情報を利用して前記復号化したステレオ信号をアップミキシングして、前記多チ
ャンネルオーディオ信号を復元するステップと、
　を含むことを特徴とする圧縮効率向上方法。
【０１１４】
　＜１８＞多チャンネルオーディオ信号に含まれたサラウンド成分に空間情報を適用して
前記多チャンネルオーディオ信号をダウンミキシングし、前記ダウンミキシングした結果
であるステレオ信号または前記多チャンネルオーディオ信号を利用して付加情報を生成し
、前記ステレオ信号と前記付加情報とを符号化して符号化信号として伝送する符号化部と
、
　前記符号化信号を受信し、前記受信した符号化信号を復号化して前記ステレオ信号と前
記付加情報とを獲得し、前記復号化した付加情報を利用して前記復号化したステレオ信号
をアップミキシングして、前記サラウンド成分に提供する復号化部と、
　を備えることを特徴とする多チャンネルオーディオ信号処理システム。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明は、信号処理に関する技術分野に適用可能である。
【符号の説明】
【０１１６】
１０,１０Ａ　主符号化部
１２，１２Ａ　主復号化部
３０，３０Ａ　ダウンミキシング部
３２　　副符号化部
３４，３４Ａ　付加情報生成部
３６　　付加情報符号化部
３８　　ビットパッキング部
７０　　第１乗算部
７２　　第２乗算部
７４　　合成部
９０　　ビットアンパッキング部
９２　　副復号化部
９４　　付加情報復号化部
９６，９６Ａ　アップミキシング部
１３０　第３乗算部
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１３２　非サラウンド成分復元部
１３４　第４乗算部
１３６，１３６Ａ，１３６Ｂ　演算部
１５０　サラウンド成分復元部
１５２　比率計算部
１６０　ビットアンパッキング部
１６２　副復号化部
１６４　付加情報復号化部
１６６　アップミキシング部
１７０　第１減算部
１７２　第５乗算部
１９０　第６乗算部
１９２　第２減算部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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