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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力スペクトルに対応する複数の入力スケールファクタを算出する入力スケールファク
タ算出手段と、
　スケールファクタを複数格納し、一のスケールファクタを出力する符号帳と、
　前記複数の入力スケールファクタのうちの一の入力スケールファクタと前記符号帳から
出力されるスケールファクタとの歪みを算出する歪み算出手段と、
　前記一の入力スケールファクタが前記符号帳から出力されるスケールファクタより大き
い場合の前記歪みよりも、前記一の入力スケールファクタが前記符号帳から出力されるス
ケールファクタより小さい場合の前記歪みに対して、より重みを付けた重み付き歪みを算
出する重み付き歪み算出手段と、
　前記符号帳において、前記重み付き歪みを最小とするスケールファクタを探索する探索
手段と、
　を具備する変換符号化装置。
【請求項２】
　前記入力スケールファクタの符号化に割り当てるビット数を適応的に決定する決定手段
をさらに具備し、
　前記重み付き歪み算出手段は、
　割り当てられる前記ビット数が少ない入力スケールファクタに対しては、より加重した
前記重みを使用して重み付き歪みを算出する、
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　請求項１記載の変換符号化装置。
【請求項３】
　前記入力スペクトルに対して雑音が含まれるか否かを検出する背景雑音検出手段をさら
に具備し、
　前記重み付き歪み算出手段は、
　前記一の入力スケールファクタが前記符号帳から出力されるスケールファクタより大き
い場合の前記歪みよりも、前記一の入力スケールファクタが前記符号帳から出力されるス
ケールファクタより小さい場合の前記歪みに対して、より重みを付けるとともに、前記背
景雑音検出部で検出された背景雑音のレベルが大きくなるにつれて、より重みが少なくな
るように重み付き歪みを算出する、
　請求項１記載の変換符号化装置。
【請求項４】
　第１スペクトルに対応する複数の第１スケールファクタを算出する第１スケールファク
タ算出手段と、
　第２スペクトルに対応する複数の第２スケールファクタを算出する第２スケールファク
タ算出手段と、
　補正係数を複数格納し、一の補正係数を出力する符号帳と、
　前記複数の第１スケールファクタのうちの一の第１スケールファクタに前記符号帳から
出力される補正係数を乗算して出力する乗算手段と、
　前記複数の第２スケールファクタのうちの一の第２スケールファクタと前記乗算手段か
ら出力される第１スケールファクタとの歪みを算出する歪み算出手段と、
　前記一の第２スケールファクタが前記乗算手段から出力される第１スケールファクタよ
り大きい場合の前記歪みよりも、前記一の第２スケールファクタが前記乗算手段から出力
される第１スケールファクタより小さい場合の前記歪みに対して、より重みを付けた重み
付き歪みを算出する重み付き歪み算出手段と、
　前記符号帳において、前記重み付き歪みを最小とする補正係数を探索する探索手段と、
　を具備する変換符号化装置。
【請求項５】
　前記第１スペクトルと前記第２スペクトルとの類似度を算出する類似度算出手段をさら
に具備し、
　前記重み付き歪み算出手段は、
　前記類似度が小さい第２スケールファクタに対しては、より加重した前記重みを使用し
て重み付き歪みを算出する、
　請求項４記載の変換符号化装置。
【請求項６】
　前記第１スペクトル、または第２スペクトルのいずれか、あるいは両方に対して雑音が
含まれるか否かを検出する背景雑音検出手段をさらに具備し、
　前記重み付き歪み算出手段は、
　前記一の第２スケールファクタが前記乗算手段から出力される第１スケールファクタよ
り大きい場合の前記歪みよりも、前記一の第２スケールファクタが前記乗算手段から出力
される第１スケールファクタより小さい場合の前記歪みに対して、より重みを付けるとと
もに、前記背景雑音検出部で検出された背景雑音のレベルが大きくなるにつれて、より重
みが少なくなるように重み付き歪みを算出する、
　請求項４記載の変換符号化装置。
【請求項７】
　請求項１記載の変換符号化装置を具備する通信端末装置。
【請求項８】
　請求項１記載の変換符号化装置を具備する基地局装置。
【請求項９】
　入力スペクトルに対応する複数の入力スケールファクタを算出するステップと、
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　スケールファクタを複数格納している符号帳の中から一のスケールファクタを選択する
ステップと、
　前記複数の入力スケールファクタのうちの一の入力スケールファクタと前記選択された
スケールファクタとの歪みを算出するステップと、
　前記一の入力スケールファクタが前記選択されたスケールファクタより大きい場合の前
記歪みよりも、前記一の入力スケールファクタが前記選択されたスケールファクタより小
さい場合の前記歪みに対して、より重みを付けた重み付き歪みを算出するステップと、
　前記符号帳において、前記重み付き歪みを最小とするスケールファクタを探索するステ
ップと、
　を具備する変換符号化方法。
【請求項１０】
　入力スペクトルに対応する複数の入力スケールファクタを算出するステップと、
　スケールファクタを複数格納している符号帳の中から一のスケールファクタを選択する
ステップと、
　前記入力スペクトルに対して雑音が含まれるか否かを検出する背景雑音検出ステップと
、
　前記複数の入力スケールファクタのうちの一の入力スケールファクタと前記選択された
スケールファクタとの歪みを算出するステップと、
　前記一の入力スケールファクタが前記選択されたスケールファクタより大きい場合の前
記歪みよりも、前記一の入力スケールファクタが前記選択されたスケールファクタより小
さい場合の前記歪みに対して、より重みを付けるとともに、前記背景雑音検出部で検出さ
れた背景雑音のレベルが大きくなるにつれて、より重みが少なくなるように重み付き歪み
を算出する重み付き歪み算出ステップと、
　前記符号帳において、前記重み付き歪みを最小とするスケールファクタを探索するステ
ップと、
　を具備する変換符号化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、周波数領域において入力信号の符号化を行う変換符号化装置および変換符号
化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信システムにおける電波資源等の有効利用のために、音声信号を低ビットレー
トで圧縮することが要求されている。その一方で、ユーザからは通話音声の品質向上や臨
場感の高い通話サービスの実現が望まれている。この実現には、音声信号の高品質化のみ
ならず、より帯域の広いオーディオ信号等の音声以外の信号をも高品質に符号化できるこ
とが望ましい。そのため、複数の符号化技術を階層的に統合するアプローチが有望視され
ている。
【０００３】
　例えば、音声信号に適したモデルで入力信号を低ビットレートで符号化する第１レイヤ
と、入力信号と第１レイヤ復号信号の差分信号を音声以外の信号にも適したモデルで符号
化する第２レイヤと、を階層的に組み合わせる技術がある（例えば、非特許文献１参照）
。ここでは、ＭＰＥＧ－４（Moving Picture Experts Group phase-4）で規格化された技
術を用いてスケーラブル符号化を行う例が示されている。具体的には、音声信号に適した
ＣＥＬＰ（Code Excited Linear Prediction：符号励信線形予測）を第１レイヤに用い、
原信号から第１レイヤ復号信号を減じた残差信号に対してＡＡＣ（Advanced Audio Coder
）やＴｗｉｎＶＱ（Transform Domain Weighted Interleave Vector Quantization：周波
数領域重み付きインタリーブベクトル量子化）のような変換符号化を第２レイヤとして用
いている。
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【０００４】
　ところで、ＴｗｉｎＶＱという変換符号化は、入力信号にＭＤＣＴ（Modified Discret
e Cosine Transform：変形離散コサイン変換）を施し、得られるＭＤＣＴ係数を、スペク
トル包絡とバーク尺度ごとの平均振幅とで正規化を行う技術である（例えば、非特許文献
２参照）。ここで、スペクトル包絡を表すＬＰＣ係数とバーク尺度ごとの平均振幅値とは
、それぞれ別個に符号化され、正規化されたＭＤＣＴ係数がインタリーブされ、サブベク
トルに分割され、ベクトル量子化が施される。特に、スペクトル包絡とバーク尺度ごとの
平均振幅とをスケールファクタと呼び、正規化後のＭＤＣＴ係数をスペクトルの微細構造
（以下、微細スペクトル）と呼ぶこととすると、ＴｗｉｎＶＱは、ＭＤＣＴ係数をスケー
ルファクタと微細スペクトルとに分離して符号化を行う技術と考えることができる。
【０００５】
　ＴｗｉｎＶＱに代表される変換符号化において、スケールファクタは、微細スペクトル
のエネルギーを制御するために用いられる。このため、スケールファクタの主観品質（人
間の聴感品質）に与える影響は大きく、スケールファクタの符号化歪みが大きい場合は主
観品質を大きく劣化させてしまう。従って、スケールファクタの高性能な符号化は重要で
ある。
【非特許文献１】三木弼一編著、「ＭＰＥＧ－４の全て（初版）」（株）工業調査会、１
９９８年９月３０日、ｐ．１２６－１２７
【非特許文献２】岩上直樹、守谷健弘、三樹聡、池田和永、神明夫著、「周波数領域重み
付けインタリーブベクトル量子化（ＴｗｉｎＶＱ）による楽音符号化」信学論（Ａ）、１
９９７年５月、ｖｏｌ．Ｊ８０－Ａ、ｎｏ．５、ｐ．８３０－８３７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＴｗｉｎＶＱは、スケールファクタに相当する情報を、スペクトル包絡とバーク尺度ご
との平均振幅とで表す。例えば、バーク尺度ごとの平均振幅に着目すると、非特許文献２
に開示の技術では、次式で表される重み付き２乗誤差ｄを最小にするバーク尺度ごとの平
均振幅ベクトルを決定している。

【数１】

　ここで、ｉはバーク尺度の番号、Ｅｉは第ｉバークの平均振幅、Ｃｉ（ｍ）は平均振幅
符号帳に記録されている第ｍ平均振幅ベクトルを示す。
【０００７】
　上記式（１）で示される重み関数ｗｉは、バーク尺度、すなわち周波数の関数であり、
バーク尺度ｉが同じ場合、入力スケールファクタと量子化候補との差（Ｅｉ－Ｃｉ（ｍ）
）に対して乗じられる重み（ウェイト）ｗｉは常に同一である。
【０００８】
　また、ｗｉはバーク尺度に対応する重みを表し、スペクトル包絡の大きさに基づいて算
出される。例えば、スペクトル包絡の小さな帯域に対する平均振幅の重みは小さな値とな
り、スペクトル包絡の大きな帯域に対する平均振幅の重みは大きな値となる。よって、ス
ペクトル包絡の大きな帯域に対する平均振幅の重みは大きく設定されるため、結果として
、この帯域を重要視して符号化を行うこととなる。逆に、スペクトル包絡の小さい帯域に
対する平均振幅の重みは小さく設定されるため、この帯域の重要度は低くなる。
【０００９】
　一般に、スペクトル包絡の大きい帯域が音声品質に与える影響は大きく、この帯域に属
するスペクトルを正確に表すことが音声品質を改善するためには重要である。しかしなが
ら、非特許文献２に開示の技術では、低ビットレート化を図るために平均振幅の量子化に
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配分するビット数を少なくした場合、ビット数が充分でないために平均振幅ベクトルＣ（
ｍ）の候補数が限定されてしまい、たとえ上記式（１）を満足する平均振幅ベクトルを決
定したとしても、その量子化歪みは大きくなり、音声品質の劣化を招くという問題がある
。
【００１０】
　本発明の目的は、ビット数が充分に割り当てられない場合でも、聴感的な音声品質の劣
化を軽減することができる変換符号化装置および変換符号化方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の変換符号化装置は、入力スペクトルに対応する複数の入力スケールファクタを
算出する入力スケールファクタ算出手段と、スケールファクタを複数格納し、一のスケー
ルファクタを出力する符号帳と、前記複数の入力スケールファクタのうちの一の入力スケ
ールファクタと前記符号帳から出力されるスケールファクタとの歪みを算出する歪み算出
手段と、前記一の入力スケールファクタが前記符号帳から出力されるスケールファクタよ
り大きい場合の前記歪みよりも、前記一の入力スケールファクタが前記符号帳から出力さ
れるスケールファクタより小さい場合の前記歪みに対して、より重みを付けた重み付き歪
みを算出する重み付き歪み算出手段と、前記符号帳において、前記重み付き歪みを最小と
するスケールファクタを探索する探索手段と、を具備する構成を採る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、低ビットレート環境下においても、聴感的な音声品質の劣化を軽減す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明は、大別して、スケーラブル符号化に適用する場合と単一レイヤからなる符号化
に適用する場合とに分けられる。ここで、スケーラブル符号化とは、複数のレイヤからな
る階層構造を有する符号化方式で、各レイヤで生成される符号化パラメータがスケーラビ
リティを有するという特徴がある。すなわち、複数レイヤの符号化パラメータの一部のレ
イヤ（低位レイヤ）の符号化パラメータからでも、ある程度の品質の復号信号が得られ、
より多くのレイヤの符号化パラメータを用いて復号を行うことにより、より高品質の復号
信号が得られるという特徴を有している。
【００１４】
　そこで、実施の形態１～３、５～８では、本発明をスケーラブル符号化に適用する場合
について説明し、実施の形態４では、本発明を単一レイヤからなる符号化に適用する場合
について説明する。なお、実施の形態１～３、５～８では、以下の場合を例にとって説明
を行うこととする。
　（１）第１レイヤと当該レイヤより上位の第２レイヤとからなる、すなわち、下位レイ
ヤと上位レイヤとからなる２階層構造のスケーラブル符号化を行う。
　（２）符号化パラメータが周波数軸方向にスケーラビリティを有する帯域スケーラブル
符号化を行う。
　（３）第２レイヤでは、周波数領域における符号化、すなわち変換符号化を行い、変換
方式として、ＭＤＣＴ（Modified Discrete Cosine Transform：変形離散コサイン変換）
を使用する。
【００１５】
　また、全ての実施の形態において、本発明を音声信号の符号化に適用する場合を例にと
って説明する。以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する
。
【００１６】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る変換符号化装置を備えるスケーラブル符号化装置
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の主要な構成を示すブロック図である。
【００１７】
　本実施の形態に係るスケーラブル符号化装置は、ダウンサンプリング部１０１、第１レ
イヤ符号化部１０２、多重化部１０３、第１レイヤ復号化部１０４、遅延部１０５、およ
び第２レイヤ符号化部１０６を備え、各部は以下の動作を行う。
【００１８】
　ダウンサンプリング部１０１は、サンプリングレートＦ２の入力信号からサンプリング
レートＦ１（Ｆ１≦Ｆ２）の信号を生成し、第１レイヤ符号化部１０２に与える。第１レ
イヤ符号化部１０２は、ダウンサンプリング部１０１から出力されたサンプリングレート
Ｆ１の信号を符号化する。第１レイヤ符号化部１０２で得られた符号化パラメータは、多
重化部１０３に与えられると共に、第１レイヤ復号化部１０４に与えられる。第１レイヤ
復号化部１０４は、第１レイヤ符号化部１０２から出力された符号化パラメータから、第
１レイヤの復号信号を生成する。
【００１９】
　一方、遅延部１０５は、入力信号に所定の長さの遅延を与える。この遅延は、ダウンサ
ンプリング部１０１、第１レイヤ符号化部１０２、および第１レイヤ復号化部１０４で生
じる時間遅れを補正するためのものである。第２レイヤ符号化部１０６は、第１レイヤ復
号化部１０４で生成された第１レイヤ復号信号を用いて、遅延部１０５から出力された所
定時間遅延された入力信号の変換符号化を行い、生成された符号化パラメータを多重化部
１０３に出力する。
【００２０】
　多重化部１０３は、第１レイヤ符号化部１０２で求められる符号化パラメータと、第２
レイヤ符号化部１０６で求められる符号化パラメータとを多重化し、これを最終的な符号
化パラメータとして出力する。
【００２１】
　図２は、第２レイヤ符号化部１０６内部の主要な構成を示すブロック図である。
【００２２】
　第２レイヤ符号化部１０６は、ＭＤＣＴ分析部１１１、１１２、高域スペクトル推定部
１１３、および補正スケールファクタ符号化部１１４を備え、各部は以下の動作を行う。
【００２３】
　ＭＤＣＴ分析部１１１は、第１レイヤ復号信号をＭＤＣＴ分析して、信号帯域（周波数
帯域）０～ＦＬの低域スペクトル（狭帯域スペクトル）を算出し、高域スペクトル推定部
１１３に出力する。
【００２４】
　ＭＤＣＴ分析部１１２は、原信号である音声信号をＭＤＣＴ分析して、信号帯域０～Ｆ
Ｈの広帯域スペクトルを算出し、このうち、狭帯域スペクトルと同じ帯域幅で、かつ信号
帯域が高域ＦＬ～ＦＨの高域スペクトルを、高域スペクトル推定部１１３および補正スケ
ールファクタ符号化部１１４に出力する。ここで、狭帯域スペクトルの信号帯域と広帯域
スペクトルの信号帯域との間には、ＦＬ＜ＦＨの関係がある。
【００２５】
　高域スペクトル推定部１１３は、信号帯域０～ＦＬの低域スペクトルを利用して、信号
帯域ＦＬ～ＦＨの高域スペクトルを推定し、推定スペクトルを得る。推定スペクトルの導
出方法は、高域スペクトルとの類似度が最大となるような推定スペクトルを、低域スペク
トルを基に、この低域スペクトル変形することにより求める。高域スペクトル推定部１１
３は、この推定スペクトルに関する情報（推定情報）を符号化し、得られる符号化パラメ
ータを出力すると共に、推定スペクトル自体を補正スケールファクタ符号化部１１４に与
える。
【００２６】
　以下の説明では、高域スペクトル推定部１１３から出力される推定スペクトルのことを
第１スペクトルと呼び、ＭＤＣＴ分析部１１２から出力される高域スペクトルのことを第
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２スペクトルと呼ぶこととする。
【００２７】
　ここで、上記説明で現れた各種スペクトルをまとめて信号帯域と併せて示すと、以下の
ようになる。
　　狭帯域スペクトル（低域スペクトル）・・・０～ＦＬ
　　広帯域スペクトル　　　　　　　　　・・・０～ＦＨ
　　第１スペクトル（推定スペクトル）・・・ＦＬ～ＦＨ
　　第２スペクトル（高域スペクトル）・・・ＦＬ～ＦＨ
【００２８】
　補正スケールファクタ符号化部１１４は、第１スペクトルのスケールファクタが第２ス
ペクトルのスケールファクタに近づくように、第１スペクトルのスケールファクタを補正
し、この補正スケールファクタに関する情報を符号化して出力する。
【００２９】
　図３は、補正スケールファクタ符号化部１１４内部の主要な構成を示すブロック図であ
る。
【００３０】
　補正スケールファクタ符号化部１１４は、スケールファクタ算出部１２１、１２２、補
正スケールファクタ符号帳１２３、乗算器１２４、減算器１２５、判定部１２６、重み付
き誤差算出部１２７、および探索部１２８を備え、各部は以下の動作を行う。
【００３１】
　スケールファクタ算出部１２１は、入力される第２スペクトルの信号帯域ＦＬ～ＦＨを
複数のサブバンドに分割し、各サブバンドに含まれるスペクトルの大きさを求め、減算器
１２５に出力する。具体的には、サブバンドへの分割は、臨界帯域に対応付けて行われ、
バーク尺度で等間隔に分割される。また、スケールファクタ算出部１２１は、各サブバン
ドに含まれるスペクトルの平均振幅を求め、これを第２スケールファクタＳＦ２（ｋ）｛
０≦ｋ＜ＮＢ｝とする。ここでＮＢはサブバンド数を表す。なお、平均振幅の代わりに最
大振幅値等を用いても良い。
【００３２】
　スケールファクタ算出部１２２は、入力される第１スペクトルの信号帯域ＦＬ～ＦＨを
複数のサブバンドに分割し、各サブバンドの第１スケールファクタＳＦ１（ｋ）｛０≦ｋ
＜ＮＢ｝を算出し、乗算器１２４に出力する。なお、スケールファクタ算出部１２２では
、スケールファクタ算出部１２１と同様に、平均振幅の代わりに最大振幅値等を用いても
良い。
【００３３】
　以降の処理においては、複数のサブバンドにおける各パラメータを１つのベクトル値に
まとめる。例えば、ＮＢ個のスケールファクタを１つのベクトルとして表す。そして、こ
のベクトル毎に各処理を行う場合、すなわち、ベクトル量子化を行う場合を例にとって説
明を行う。
【００３４】
　補正スケールファクタ符号帳１２３は、補正スケールファクタの候補が複数格納されて
おり、探索部１２８からの指示に従い、格納されている補正スケールファクタの候補のう
ちの１つを乗算器１２４に順次出力する。補正スケールファクタ符号帳１２３に格納され
ている補正スケールファクタの複数の候補は、ベクトルで表される。
【００３５】
　乗算器１２４は、スケールファクタ算出部１２２から出力される第１スケールファクタ
と、補正スケールファクタ符号帳１２３から出力される補正スケールファクタの候補とを
乗算し、乗算結果を減算器１２５に与える。
【００３６】
　減算器１２５は、スケールファクタ算出部１２１より出力される第２スケールファクタ
から、乗算器１２４の出力、すなわち、第１スケールファクタおよび補正スケールファク
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タ候補の積を減じ、これにより得られる誤差信号を、重み付き誤差算出部１２７および判
定部１２６に与える。
【００３７】
　判定部１２６は、減算器１２５から与えられる誤差信号の符号に基づいて、重み付き誤
差算出部１２７に与える重みベクトルを決定する。具体的には、減算器１２５から与えら
れる誤差信号ｄ（ｋ）は、以下の式（２）によって表される。
【数２】

　ここで、ｖｉ（ｋ）は、第ｉ番目の補正スケールファクタの候補を表す。判定部１２６
は、ｄ（ｋ）の符号を調べ、正である場合にはｗｐｏｓ、負である場合にはｗｎｅｇを重
み（ウェイト）として選択し、これらから構成される重みベクトルｗ（ｋ）を、重み付き
誤差算出部１２７に出力する。これらの重みには、以下の式（３）の大小関係がある。

【数３】

　例えば、サブバンド数ＮＢ＝４であり、ｄ（ｋ）の符号が｛＋，－，－，＋｝となる場
合、重み付き誤差算出部１２７に出力される重みベクトルｗ（ｋ）は、ｗ（ｋ）＝｛ｗｐ

ｏｓ，ｗｎｅｇ，ｗｎｅｇ，ｗｐｏｓ｝と表される。
【００３８】
　重み付き誤差算出部１２７は、まず、減算部１２５から与えられる誤差信号の２乗値を
算出し、次に、判定部１２６から与えられる重みベクトルｗ（ｋ）を誤差信号の２乗値に
乗じて、重み付き２乗誤差Ｅを算出し、算出結果を探索部１２８に与える。ここで、重み
付き２乗誤差Ｅは以下の式（４）のように表される。
【数４】

【００３９】
　探索部１２８は、補正スケールファクタ符号帳１２３を制御して、格納されている補正
スケールファクタの候補を順次出力させ、閉ループ処理により、重み付き誤差算出部１２
７から出力される重み付き２乗誤差Ｅが最小となる補正スケールファクタの候補を求める
。探索部１２８は、求まった補正スケールファクタの候補のインデックスｉｏｐｔを符号
化パラメータとして出力する。
【００４０】
　上記のように、誤差信号の符号に応じて重み付き２乗誤差を算出するときの重みを設定
し、かつその重みが式（２）に示されるような関係がある場合、次のような作用が得られ
る。すなわち、誤差信号ｄ（ｋ）が正の場合とは、復号化側で生成される復号値（符号化
側で言うと、第１スケールファクタに補正スケールファクタ候補を乗じた値）が目標値で
ある第２スケールファクタよりも小さくなる場合である。また、誤差信号ｄ（ｋ）が負の
場合とは、復号化側で生成される復号値が目標値である第２スケールファクタよりも大き
くなる場合である。従って、誤差信号ｄ（ｋ）が正の場合の重みを、誤差信号ｄ（ｋ）が
負の場合の重みよりも小さくなるように設定することにより、２乗誤差が同程度の値の場
合、第２スケールファクタよりも小さい復号値を生成する補正スケールファクタ候補が選
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択されやすくなる。
【００４１】
　これにより次のような改善効果が得られる。例えば、本実施の形態のように、低域スペ
クトルを利用して高域スペクトルを推定する場合、一般的には、低ビットレート化を実現
することができる。しかし、低ビットレート化を実現する一方で、推定スペクトルの精度
、すなわち、推定スペクトルと高域スペクトルとの類似性は、上述の通り、充分に高いと
は言えない。かかる場合に、スケールファクタの復号値が目標値よりも大きくなり、量子
化後のスケールファクタが推定スペクトルを強調する方向に作用すると、推定スペクトル
の精度の低さが人間の耳に品質劣化として知覚されやすくなる。逆に、スケールファクタ
の復号値が目標値よりも小さくなり、量子化後のスケールファクタがこの推定スペクトル
を減衰する方向に作用するときは、推定スペクトルの精度の低さが目立たなくなり、復号
信号の音質が改善するという効果が得られる。なお、この傾向は、計算機によるシミュレ
ーションにおいても確認することができた。
【００４２】
　次いで、上記のスケーラブル符号化装置に対応する、本実施の形態に係るスケーラブル
復号化装置について説明する。図４は、このスケーラブル復号化装置の主要な構成を示す
ブロック図である。
【００４３】
　分離部１５１は、符号化パラメータを示す入力ビットストリームに対し分離処理を施し
、第１レイヤ復号化部１５２用の符号化パラメータと、第２レイヤ復号化部１５３用の符
号化パラメータとを生成する。
【００４４】
　第１レイヤ復号化部１５２は、分離部１５１で得られた符号化パラメータを用いて信号
帯域０～ＦＬの復号信号を復号し、この復号信号を出力する。また、第１レイヤ復号化部
１５２は、得られた復号信号を第２レイヤ復号化部１５３にも与える。
【００４５】
　第２レイヤ復号化部１５３には、分離部１５１で分離された符号化パラメータと第１レ
イヤ復号化部１５２から出力される第１レイヤ復号信号とが与えられる。第２レイヤ復号
化部１５３は、スペクトル復号化を行い、時間領域の信号に変換して信号帯域０～ＦＨの
広帯域の復号信号を生成し、これを出力する。
【００４６】
　図５は、第２レイヤ復号化部１５３内部の主要な構成を示すブロック図である。なお、
第２レイヤ復号化部１５３は、本実施の形態に係る変換符号化装置における第２レイヤ符
号化部１０６に対応する構成要素である。
【００４７】
　ＭＤＣＴ分析部１６１は、第１レイヤ復号信号をＭＤＣＴ分析して、信号帯域０～ＦＬ
の第１スペクトルを算出し、高域スペクトル復号化部１６２に出力する。
【００４８】
　高域スペクトル復号化部１６２は、本実施の形態に係る変換符号化装置から送られてく
る符号化パラメータ（推定情報）と第１スペクトルとを用い、信号帯域ＦＬ～ＦＨの推定
スペクトル（微細スペクトル）を復号する。得られた推定スペクトルは乗算器１６４に与
えられる。
【００４９】
　補正スケールファクタ復号化部１６３は、本実施の形態に係る変換符号化装置から送ら
れてくる符号化パラメータ（補正スケールファクタ）を用いて補正スケールファクタを復
号する。具体的には、内蔵の補正スケールファクタ符号帳（図示せず）を参照し、対応す
る補正スケールファクタを乗算器１６４に出力する。
【００５０】
　乗算器１６４は、高域スペクトル復号化部１６２から出力される推定スペクトルに、補
正スケールファクタ復号化部１６３から出力される補正スケールファクタを乗じ、乗算結
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果を連結部１６５に出力する。
【００５１】
　連結部１６５は、第１スペクトルと乗算器１６４から出力される推定スペクトルとを周
波数軸上において連結し、信号帯域０～ＦＨの広帯域の復号スペクトルを生成して、時間
領域変換部１６６に出力する。
【００５２】
　時間領域変換部１６６は、連結部１６５から出力される復号スペクトルに対し、逆ＭＤ
ＣＴ処理を施し、適切な窓関数を乗じた後に、前フレームの窓掛け後の信号と対応する領
域を加算して、第２レイヤ復号信号を生成して出力する。
【００５３】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、高位レイヤの周波数領域での符号化にお
いて、入力信号を周波数領域の係数に変換してスケールファクタを量子化する際に、スケ
ールファクタが小さくなる量子化候補が選択されやすくなる重み付き歪み尺度を用いてス
ケールファクタの量子化を行う。すなわち、量子化後のスケールファクタが量子化前のス
ケールファクタよりも小さいものが選ばれやすくなる。よって、スケールファクタの量子
化に配分されるビット数が充分でない場合でも、聴感的な主観品質の劣化を抑えることが
できる。
【００５４】
　また、非特許文献２に開示の技術によれば、上記式（１）で示される重み関数ｗｉは、
バーク尺度ｉが同じ場合、常に同一となる。しかし、本実施の形態によれば、バーク尺度
ｉが同じであったとしても、入力信号と量子化候補との差（Ｅｉ－Ｃｉ（ｍ））に応じて
差に乗じる重みを変えることになる。すなわち、重みは、Ｅｉ－Ｃｉ（ｍ）が負となる量
子化候補Ｃｉ（ｍ）よりも、Ｅｉ－Ｃｉ（ｍ）が正となる量子化候補Ｃｉ（ｍ）が選択さ
れやすくなるように、換言すれば、原スケールファクタよりも量子化後のスケールファク
タが小さくなるように設定されている。
【００５５】
　なお、本実施の形態では、ベクトル量子化を用いる場合を例にとって説明したが、ベク
トル量子化、すなわちベクトル毎に処理を行う代わりに、サブバンド毎に独立に処理を行
っても良い。かかる場合、例えば、補正スケールファクタ符号帳に含まれる補正スケール
ファクタ候補はスカラーで表される。
【００５６】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２に係る変換符号化装置を備えるスケーラブル符号化装置の基本的
構成は、実施の形態１と同様である。よって、その説明を省略し、実施の形態１と異なる
構成である第２レイヤ符号化部２０６について以下説明する。
【００５７】
　図６は、第２レイヤ符号化部２０６内部の主要な構成を示すブロック図である。第２レ
イヤ符号化部２０６は、実施の形態１に示した第２レイヤ符号化部１０６と同様の基本的
構成を有しており、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。また、
基本的動作は同一であるが、詳細な点で違いがある構成要素には、同一の番号にアルファ
ベットの小文字を付した符号を付して適宜説明を加える。また、他の構成の説明において
も同様の表記方法を用いることとする。
【００５８】
　第２レイヤ符号化部２０６は、聴覚マスキング算出部２１１およびビット配分決定部２
１２をさらに備え、補正スケールファクタ符号化部１１４ａは、ビット配分決定部２１２
で決定されたビット配分に基づいた補正スケールファクタの符号化を行う。
【００５９】
　具体的には、聴覚マスキング算出部２１１は、入力信号を分析して量子化歪みの許容値
を表す聴覚マスキング値を算出し、ビット配分決定部２１２に出力する。
【００６０】
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　ビット配分決定部２１２は、聴覚マスキング算出部２１１で算出された聴覚マスキング
値に基づき、どのサブバンドにどの程度のビットを配分するかを決定し、このビット配分
情報を外部に出力すると共に、補正スケールファクタ符号化部１１４ａに出力する。
【００６１】
　補正スケールファクタ符号化部１１４ａは、ビット配分決定部２１２から出力されるビ
ット配分情報で決定されるビット数を用いて、補正スケールファクタ候補を量子化し、そ
のインデックスを符号化パラメータとして出力する。その際、サブバンドに対応する重み
の大きさを補正スケールファクタの量子化ビット数に基づき設定する。具体的には、補正
スケールファクタ符号化部１１４ａは、量子化ビット数の少ないサブバンドの補正スケー
ルファクタに対する２つの重みの差、具体的には、誤差信号ｄ（ｋ）が正の場合の重みｗ

ｐｏｓと誤差信号ｄ（ｋ）が負の場合の重みｗｎｅｇの差が大きくなるように設定し、一
方、量子化ビット数の多いサブバンドの補正スケールファクタに対する上記２つの重みに
対しては、これら２つの重みの差が小さくなるように設定する。
【００６２】
　上記構成を採ることにより、量子化ビット数の少ないサブバンドの補正スケールファク
タに対して、量子化後のスケールファクタが量子化前のスケールファクタよりも小さいも
のが選ばれる確率が高くなり、その結果、聴感的な品質劣化を軽減することができる。
【００６３】
　次いで、本実施の形態に係るスケーラブル復号化装置について説明する。しかし、本実
施の形態に係るスケーラブル復号化装置は、実施の形態１で示したスケーラブル復号化装
置と同様の基本的構成を有しているため、実施の形態１と異なる構成である第２レイヤ復
号化部２５３について以下説明する。
【００６４】
　図７は、第２レイヤ復号化部２５３内部の主要な構成を示すブロック図である。
【００６５】
　ビット配分復号化部２６１は、本実施の形態に係るスケーラブル符号化装置から送られ
る符号化パラメータ（ビット配分情報）を用いて、各サブバンドのビット数を復号し、得
られたビット数を補正スケールファクタ復号化部１６３ａに出力する。
【００６６】
　補正スケールファクタ復号化部１６３ａは、各サブバンドのビット数と符号化パラメー
タ（補正スケールファクタ）とを用いて、補正スケールファクタを復号し、得られた補正
スケールファクタを乗算器１６４に出力する。その他の処理は、実施の形態１と同様であ
る。
【００６７】
　このように、本実施の形態によれば、各帯域のスケールファクタに配分される量子化ビ
ット数に応じて、重みを変更する。この重みの変更は、量子化ビット数の少ないスケール
ファクタに対して、誤差信号ｄ（ｋ）が正であるときの重みｗｐｏｓと誤差信号ｄ（ｋ）
が負であるときの重みｗｎｅｇとの差が大きくなるように設定する。
【００６８】
　上記構成を採ることにより、量子化ビット数の少ないスケールファクタに対し、量子化
後のスケールファクタが量子化前のスケールファクタよりも小さいものがより選ばれやす
くなり、当該帯域で生じる聴感的な品質劣化を軽減することができる。
【００６９】
　（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３に係る変換符号化装置を備えるスケーラブル符号化装置の基本的
構成も、実施の形態１と同様である。よって、その説明を省略し、実施の形態１と異なる
構成である第２レイヤ符号化部３０６について以下説明する。
【００７０】
　第２レイヤ符号化部３０６の基本的動作は、実施の形態２に示した第２レイヤ符号化部
２０６と類似しており、実施の形態２で用いたビット配分情報に代わりに、後述の類似度



(12) JP 4954080 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

を用いる点が異なる。図８は、第２レイヤ符号化部３０６内部の主要な構成を示すブロッ
ク図である。
【００７１】
　類似度算出部３１１は、信号帯域ＦＬ～ＦＨの第２スペクトル、すなわち原信号のスペ
クトルと、信号帯域ＦＬ～ＦＨの推定スペクトルとの類似度を算出し、得られた類似度を
補正スケールファクタ符号化部１１４ｂに出力する。ここで類似度とは、例えば、第２ス
ペクトルに対する推定スペクトルのＳＮＲ（Signal-to-Noise Ratio）で定義する。
【００７２】
　補正スケールファクタ符号化部１１４ｂは、類似度算出部３１１から出力される類似度
に基づいて、補正スケールファクタ候補を量子化し、そのインデックスを符号化パラメー
タとして出力する。その際、サブバンドに対応する重みの大きさをそのサブバンドの類似
度に基づき設定する。具体的には、補正スケールファクタ符号化部１１４ｂは、類似度の
低いサブバンドの補正スケールファクタに対する２つの重みの差、具体的には、誤差信号
ｄ（ｋ）が正の場合の重みｗｐｏｓと誤差信号ｄ（ｋ）が負の場合の重みｗｎｅｇの差が
大きくなるように設定し、一方、類似度の高いサブバンドの補正スケールファクタに対す
る上記２つの重みに対しては、これら２つの重みの差が小さくなるように設定する。
【００７３】
　本実施の形態に係るスケーラブル復号化装置および変換復号化装置の基本的構成は、実
施の形態１に示したものと同様であるのでその説明を省略する。
【００７４】
　このように、本実施の形態によれば、原信号のスペクトルに対する各帯域の推定スペク
トルの形状の精度（例えば、類似度、ＳＮＲ等）に応じて重みを変更する。この重みの変
更は、類似度の低いサブバンドのスケールファクタに対して、誤差信号ｄ（ｋ）が正であ
るときの重みｗｐｏｓと負であるときの重みｗｎｅｇとの差が大きくなるように設定する
。
【００７５】
　上記構成を採ることにより、推定スペクトルのＳＮＲの低いサブバンドに対応するスケ
ールファクタに対して、量子化後のスケールファクタが量子化前のスケールファクタより
も小さいものがより選ばれやすくなり、当該帯域で生じる聴感的な品質劣化をより軽減す
ることができる。
【００７６】
　（実施の形態４）
　実施の形態１～３では、補正スケールファクタ符号化部１１４、１１４ａ、１１４ｂの
入力が、第１スペクトルと第２スペクトルという特徴の異なる２つのスペクトルである場
合を例に示した。しかし、本発明では、補正スケールファクタ符号化部１１４、１１４ａ
、１１４ｂの入力は、１つのスペクトルであっても良い。かかる場合の実施の形態を以下
示す。
【００７７】
　本発明の実施の形態４は、レイヤ数１、すなわちスケーラブル符号化でない場合に本発
明を適用したものである。
【００７８】
　図９は、本実施の形態に係る変換符号化装置の主要な構成を示すブロック図である。な
お、ここでは、変換方式としてＭＤＣＴを使用する場合を例にとって説明を行う。
【００７９】
　本実施の形態に係る変換符号化装置は、ＭＤＣＴ分析部４０１、スケールファクタ符号
化部４０２、微細スペクトル符号化部４０３、および多重化部４０４を備え、各部は以下
の動作を行う。
【００８０】
　ＭＤＣＴ分析部４０１は、原信号である音声信号をＭＤＣＴ分析して、得られるスペク
トルをスケールファクタ符号化部４０２および微細スペクトル符号化部４０３に出力する
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。
【００８１】
　スケールファクタ符号化部４０２は、ＭＤＣＴ分析部４０１で求められたスペクトルの
信号帯域を複数のサブバンドに分割し、各サブバンドのスケールファクタを算出して、こ
れらに対し量子化を行う。この量子化の詳細については後述する。スケールファクタ符号
化部４０２は、量子化により得られた符号化パラメータ（スケールファクタ）を多重化部
４０４に出力すると共に、復号スケールファクタ自体を微細スペクトル符号化部４０３に
出力する。
【００８２】
　微細スペクトル符号化部４０３は、スケールファクタ符号化部４０２から出力される復
号スケールファクタを用いて、ＭＤＣＴ分析部４０１から与えられるスペクトルを正規化
し、正規化後のスペクトルを符号化する。微細スペクトル符号化部４０３は、得られた符
号化パラメータ（微細スペクトル）を多重化部４０４に出力する。
【００８３】
　図１０は、スケールファクタ符号化部４０２内部の主要な構成を示すブロック図である
。なお、このスケールファクタ符号化部４０２は、実施の形態１に示したスケールファク
タ符号化部１１４と同様の基本的構成を有しており、同一の構成要素には同一の符号を付
し、その説明を省略する。
【００８４】
　実施の形態１では、乗算器１２４において、第１スペクトルのスケールファクタＳＦ１
（ｋ）に補正スケールファクタ候補ｖｉ（ｋ）を乗じ、減算器１２５で誤差信号ｄ（ｋ）
を求めていたが、本実施の形態では、スケールファクタ候補ｘｉ（ｋ）を減算器１２５に
直接与えて誤差信号ｄ（ｋ）を求めている点が異なる。すなわち、本実施形態では、実施
の形態１で示した式（２）は以下のように表される。
【数５】

【００８５】
　図１１は、本実施の形態に係る変換復号化装置の主要な構成を示すブロック図である。
【００８６】
　分離部４５１は、符号化パラメータを示す入力ビットストリームに対し分離処理を施し
、スケールファクタ復号化部４５２用の符号化パラメータ（スケールファクタ）と、微細
スペクトル復号化部４５３用の符号化パラメータ（微細スペクトル）とを生成する。
【００８７】
　スケールファクタ復号化部４５２は、分離部４５１で得られた符号化パラメータ（スケ
ールファクタ）を用いてスケールファクタを復号し、これを乗算器４５４に与える。
【００８８】
　微細スペクトル復号化部４５３は、分離部４５１で得られた符号化パラメータ（微細ス
ペクトル）を用いて微細スペクトルを復号し、これを乗算器４５４に与える。
【００８９】
　乗算器４５４は、微細スペクトル復号化部４５３から出力される微細スペクトルに、ス
ケールファクタ復号化部４５２から出力されるスケールファクタを乗じ、復号スペクトル
を生成する。この復号スペクトルは、時間領域変換部４５５に出力される。
【００９０】
　時間領域変換部４５５は、乗算器４５４から出力される復号スペクトルに対し時間領域
変換を施し、得られる時間領域信号を最終的な復号信号として出力する。
【００９１】
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　このように、本実施の形態によれば、単一レイヤからなる符号化においても本発明を適
用することができる。
【００９２】
　なお、スケールファクタ符号化部４０２は、実施の形態２で示したビット配分情報や実
施の形態３で示した類似度等の指標に応じて、ＭＤＣＴ分析部４０１から与えられるスペ
クトルのスケールファクタをあらかじめ減衰させてから、重み付けなしの通常の歪み尺度
により量子化を行う構成であっても良い。これにより、低ビットレート環境下においても
、音声品質の劣化を軽減することができる。
【００９３】
　（実施の形態５）
　図１２は、本発明の実施の形態５に係る変換符号化装置を備えるスケーラブル符号化装
置の主要な構成を示すブロック図である。
【００９４】
　本発明の形態の形態に係るスケーラブル符号化装置は、ダウンサンプリング部５０１、
第１レイヤ符号化部５０２、多重化部５０３、第１レイヤ復号化部５０４、アップサンプ
リング部５０５、遅延部５０７、第２レイヤ符号化部５０８、及び背景雑音分析部５０６
とから主に構成される。
【００９５】
　ダウンサンプリング部５０１は、サンプリングレートＦ２の入力信号からサンプリング
レートＦ１（Ｆ１≦Ｆ２）の信号を生成し、第１レイヤ符号化部５０２に与える。第１レ
イヤ符号化部５０２は、ダウンサンプリング部５０１から出力されたサンプリングレート
Ｆ１の信号を符号化する。第１レイヤ符号化部５０２で得られた符号化パラメータは、多
重化部５０３に与えられると共に、第１レイヤ復号化部５０４に与えられる。第１レイヤ
復号化部５０４は、第１レイヤ符号化部５０２から出力された符号化パラメータから、第
１レイヤの復号信号を生成し、背景雑音分析部５０６とアップサンプリング部５０５に出
力する。アップサンプリング部５０５は、第１レイヤ復号信号のサンプリングレートをＦ
１からＦ２にアップサンプリングし、これを第２レイヤ符号化部５０８に出力する。
【００９６】
　背景雑音分析部５０６は、第１レイヤ復号信号を入力とし、この信号内に背景雑音が含
まれるかどうかを判定する。背景雑音分析部５０６は、第１レイヤ復号信号に背景雑音が
含まれていると判定した場合には、該背景雑音に対してＭＤＣＴなどの処理を行ってその
周波数特性を分析し、分析した周波数特性を背景雑音情報として第２レイヤ符号化部５０
８に出力する。一方、背景雑音分析部５０６は、第１レイヤ復号信号に背景雑音が含まれ
ていないと判定した場合には、第２レイヤ符号化部５０８に第１レイヤ復号信号には背景
雑音が含まれていないことを示す背景雑音情報を出力する。なお、本実施の形態では、背
景雑音の検出方法として、ある区間の入力信号を分析しその入力信号の最大パワー値と最
小パワー値を算出し、それらの比、あるいは差が閾値以上であった場合に最小パワー値を
雑音とする等の方法の他、一般的な背景雑音検出方法を採ることができる。
【００９７】
　遅延部５０７は、入力信号に所定の長さの遅延を与える。この遅延は、ダウンサンプリ
ング部５０１、第１レイヤ符号化部５０２、および第１レイヤ復号化部５０４で生じる時
間遅れを補正するためのものである。
【００９８】
　第２レイヤ符号化部５０８は、アップサンプリング部５０５から得られるアップサンプ
リング後の第１レイヤ復号信号、及び背景雑音分析部５０６から得られる背景雑音情報を
用いて、遅延部５０７から出力された所定時間遅延された入力信号の変換符号化を行い、
生成された符号化パラメータを多重化部５０３に出力する。
【００９９】
　多重化部５０３は、第１レイヤ符号化部５０２で求められる符号化パラメータと、第２
レイヤ符号化部５０８で求められる符号化パラメータとを多重化し、これを最終的な符号
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化パラメータとして出力する。
【０１００】
　図１３は、第２レイヤ符号化部５０８内部の主要な構成を示すブロック図である。第２
レイヤ符号化部５０８は、ＭＤＣＴ分析部５１１、５１２、高域スペクトル推定部５１３
、および補正スケールファクタ符号化部５１４を備え、各部は以下の動作を行う。
【０１０１】
　ＭＤＣＴ分析部５１１は、第１レイヤ復号信号をＭＤＣＴ分析して、信号帯域（周波数
帯域）０～ＦＬの低域スペクトル（狭帯域スペクトル）を算出し、高域スペクトル推定部
５１３に出力する。
【０１０２】
　ＭＤＣＴ分析部５１２は、原信号である音声信号をＭＤＣＴ分析して、信号帯域０～Ｆ
Ｈの広帯域スペクトルを算出し、このうち、狭帯域スペクトルと同じ帯域幅で、かつ信号
帯域が高域ＦＬ～ＦＨの高域スペクトルを、高域スペクトル推定部５１３および補正スケ
ールファクタ符号化部５１４に出力する。ここで、狭帯域スペクトルの信号帯域と広帯域
スペクトルの信号帯域との間には、ＦＬ＜ＦＨの関係がある。
【０１０３】
　高域スペクトル推定部５１３は、信号帯域０～ＦＬの低域スペクトルを利用して、信号
帯域ＦＬ～ＦＨの高域スペクトルを推定し、推定スペクトルを得る。推定スペクトルの導
出方法は、高域スペクトルとの類似度が最大となるような推定スペクトルを、低域スペク
トルを基に、この低域スペクトル変形することにより求める。高域スペクトル推定部５１
３は、この推定スペクトルに関する情報（推定情報）を符号化し、得られる符号化パラメ
ータを出力する。
【０１０４】
　以下の説明では、高域スペクトル推定部５１３から出力される推定スペクトルのことを
第１スペクトルと呼び、ＭＤＣＴ分析部５１２から出力される高域スペクトルのことを第
２スペクトルと呼ぶこととする。
【０１０５】
　ここで、上記説明で現れた各種スペクトルをまとめて信号帯域と併せて示すと、以下の
ようになる。
　　狭帯域スペクトル（低域スペクトル）    ・・・０～ＦＬ
　　広帯域スペクトル　　　　　　　　      ・・・０～ＦＨ
　　第１スペクトル（推定スペクトル）      ・・・ＦＬ～ＦＨ
　　第２スペクトル（高域スペクトル）      ・・・ＦＬ～ＦＨ
【０１０６】
　補正スケールファクタ符号化部５１４は、背景雑音情報を用いて、第２スペクトルのス
ケールファクタに関する情報を符号化して出力する。
【０１０７】
　図１４は、補正スケールファクタ符号化部５１４内部の主要な構成を示すブロック図で
ある。補正スケールファクタ符号化部５１４は、スケールファクタ算出部５２１、補正ス
ケールファクタ符号帳５２２、減算器５２３、判定部５２４、重み付き誤差算出部５２５
、および探索部５２６を備え、各部は以下の動作を行う。
【０１０８】
　スケールファクタ算出部５２１は、入力される第２スペクトルの信号帯域ＦＬ～ＦＨを
複数のサブバンドに分割し、各サブバンドに含まれるスペクトルの大きさを求め、減算器
５２３に出力する。具体的には、サブバンドへの分割は、臨界帯域に対応付けて行われ、
バーク尺度で等間隔に分割される。また、スケールファクタ算出部５２１は、各サブバン
ドに含まれるスペクトルの平均振幅を求め、これを第２スケールファクタＳＦ２（ｋ）｛
０≦ｋ＜ＮＢ｝とする。ここでＮＢはサブバンド数を表す。なお、平均振幅の代わりに最
大振幅値等を用いても良い。
【０１０９】
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　以降の処理においては、複数のサブバンドにおける各パラメータを１つのベクトル値に
まとめる。例えば、ＮＢ個のスケールファクタを１つのベクトルとして表す。そして、こ
のベクトル毎に各処理を行う場合、すなわち、ベクトル量子化を行う場合を例にとって説
明を行う。
【０１１０】
　補正スケールファクタ符号帳５２２は、補正スケールファクタの候補が複数格納されて
おり、探索部５２６からの指示に従い、格納されている補正スケールファクタの候補のう
ちの１つを減算器５２３に順次出力する。補正スケールファクタ符号帳５２２に格納され
ている補正スケールファクタの複数の候補は、ベクトルで表される。
【０１１１】
　減算器５２３は、スケールファクタ算出部５２１より出力される第２スケールファクタ
から、補正スケールファクタの出力である補正スケールファクタ候補を減じ、これにより
得られる誤差信号を、重み付き誤差算出部５２５および判定部５２４に与える。
【０１１２】
　判定部５２４は、減算器から与えられる誤差信号の符号、及び背景雑音情報に基づいて
、重み付き誤差算出部５２５に与える重みベクトルを決定する。以下、判定部５２４にお
ける具体的な処理の流れを説明する。
【０１１３】
　判定部５２４は、入力された背景雑音情報を分析する。また、判定部５２４は、内部に
要素数がサブバンド数ＮＢである、背景雑音フラグＢＮＦ（ｋ）｛０≦ｋ＜ＮＢ｝を有す
る。判定部５２４は、背景雑音情報が、入力信号（第１復号信号）中に背景雑音が含まれ
ていないことを示している場合には、背景雑音フラグＢＮＦ（ｋ）の値を全て０に設定す
る。また、判定部５２４は、背景雑音情報が、入力信号（第１復号信号）中に背景雑音が
含まれていることを示している場合には、背景雑音情報が示す背景雑音の周波数特性を分
析し、サブバンド毎の周波数特性に変換する。なお、ここでは説明の簡略化のため、背景
雑音情報がサブバンド毎のスペクトルの平均パワー値を示すものとして扱う。判定部５２
４は、サブバンド毎のスペクトルの平均パワー値ＳＰ（ｋ）と、予め内部に設定されたサ
ブバンド毎の閾値ＳＴ（ｋ）を比較し、ＳＰ（ｋ）がＳＴ（ｋ）以上であった場合には対
応するサブバンドの背景雑音フラグＢＮＦ（ｋ）の値を１に設定する。
【０１１４】
　ここで、減算器から与えられる誤差信号ｄ（ｋ）は、以下の式（６）によって表される
。
【数６】

【０１１５】
　ここで、ｖｉ（ｋ）は、第ｉ番目の補正スケールファクタの候補を表す。判定部５２４
は、ｄ（ｋ）の符号が正である場合にはｗｐｏｓを重みとして選択する。また、判定部５
２４は、ｄ（ｋ）の符号が負であり、かつ背景雑音フラグＢＮＦ（ｋ）の値が１である場
合にはｗｐｏｓを重みとして選択する。また、判定部５２４は、ｄ（ｋ）の符号が負であ
り、かつ背景雑音フラグＢＮＦ（ｋ）の値が０である場合にはｗｎｅｇを重みとして選択
する。次に、判定部５２４は、これらから構成される重みベクトルｗ（ｋ）を、重み付き
誤差算出部５２５に出力する。これらの重みには、以下の式（７）の大小関係がある。
【数７】
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【０１１６】
　例えば、サブバンド数ＮＢ＝４であり、ｄ（ｋ）の符号が｛＋，－，－，＋｝であり、
背景雑音フラグＢＮＦ（ｋ）が｛０，０，１，１｝となる場合、重み付き誤差算出部５２
５に出力される重みベクトルｗ（ｋ）は、ｗ（ｋ）＝｛ｗｐｏｓ，ｗｎｅｇ ，ｗｐｏｓ 
，ｗｐｏｓ ｝と表される。
【０１１７】
　重み付き誤差算出部５２５は、まず、減算器５２３から与えられる誤差信号の２乗値を
算出し、次に、判定部５２４から与えられる重みベクトルｗ（ｋ）を誤差信号の２乗値に
乗じて、重み付き２乗誤差Ｅを算出し、算出結果を探索部５２６に与える。ここで、重み
付き２乗誤差Ｅは以下の式（８）のように表される。
【数８】

【０１１８】
　探索部５２６は、補正スケールファクタ符号帳５２２を制御して、格納されている補正
スケールファクタの候補を順次出力させ、閉ループ処理により、重み付き誤差算出部５２
５から出力される重み付き２乗誤差Ｅが最小となる補正スケールファクタの候補を求める
。探索部５２６は、求まった補正スケールファクタの候補のインデックスｉｏｐｔを符号
化パラメータとして出力する。
【０１１９】
　上記のように、誤差信号の符号に応じて重み付き２乗誤差を算出するときの重みを設定
し、かつその重みが式（７）に示されるような関係がある場合、次のような作用が得られ
る。すなわち、誤差信号ｄ（ｋ）が正の場合とは、復号化側で生成される復号値（符号化
側で言うと、第１スケールファクタを正規化し、正規化された値に補正スケールファクタ
候補を乗じた値）が目標値である第２スケールファクタよりも小さくなる場合である。ま
た、誤差信号ｄ（ｋ）が負の場合とは、復号化側で生成される復号値が目標値である第２
スケールファクタよりも大きくなる場合である。従って、誤差信号ｄ（ｋ）が正の場合の
重みを、誤差信号ｄ（ｋ）が負の場合の重みよりも小さくなるように設定することにより
、２乗誤差が同程度の値の場合、第２スケールファクタよりも小さい復号値を生成する補
正スケールファクタ候補が選択されやすくなる。
【０１２０】
　これにより次のような改善効果が得られる。例えば、本実施の形態のように、低域スペ
クトルを利用して高域スペクトルを推定する場合、一般的には、低ビットレート化を実現
することができる。しかし、低ビットレート化を実現する一方で、推定スペクトルの精度
、すなわち、推定スペクトルと高域スペクトルとの類似性は、上述の通り、充分に高いと
は言えない。かかる場合に、スケールファクタの復号値が目標値よりも大きくなり、量子
化後のスケールファクタが推定スペクトルを強調する方向に作用すると、推定スペクトル
の精度の低さが人間の耳に品質劣化として知覚されやすくなる。逆に、スケールファクタ
の復号値が目標値よりも小さくなり、量子化後のスケールファクタがこの推定スペクトル
を減衰する方向に作用するときは、推定スペクトルの精度の低さが目立たなくなり、復号
信号の音質が改善するという効果が得られる。さらに、入力信号（第１レイヤ復号化信号
）中に背景雑音が含まれるかどうかに応じて、上記の作用の程度を調整することにより、
聴感的により良い復号化信号を得ることが出来る。なお、この傾向は、計算機によるシミ
ュレーションにおいても確認することができた。
【０１２１】
　次いで、上記のスケーラブル符号化装置に対応する、本実施の形態に係るスケーラブル
復号化装置について説明する。なお、スケーラブル復号化装置の構成は、実施の形態１で
説明した図４と同じであるため、ここでは説明は省略する。



(18) JP 4954080 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

【０１２２】
　本実施の形態の復号化装置は、第２レイヤ復号化部１５３の内部構成のみが実施の形態
１の場合と異なる。以下、本実施の形態に係る第２レイヤ復号化部１５３の主要な構成に
ついて図１５を用いて説明する。なお、第２レイヤ復号化部１５３は、本実施の形態に係
る変換符号化装置における第２レイヤ符号化部５０８に対応する構成要素である。
【０１２３】
　ＭＤＣＴ分析部５６１は、第１レイヤ復号信号をＭＤＣＴ分析して、信号帯域０～ＦＬ
の第１スペクトルを算出し、高域スペクトル復号化部５６２に出力する。
【０１２４】
　高域スペクトル復号化部５６２は、本実施の形態に係る変換符号化装置から送られてく
る符号化パラメータ（推定情報）と第１スペクトルとを用い、信号帯域ＦＬ～ＦＨの推定
スペクトル（微細スペクトル）を復号する。得られた推定スペクトルは高域スペクトル正
規化部５６３に与えられる。
【０１２５】
　補正スケールファクタ復号化部５６４は、本実施の形態に係る変換符号化装置から送ら
れてくる符号化パラメータ（補正スケールファクタ）を用いて補正スケールファクタを復
号する。具体的には、内蔵の補正スケールファクタ符号帳５２２（図示せず）を参照し、
対応する補正スケールファクタを乗算器５６５に出力する。
【０１２６】
　高域スペクトル正規化部５６３は、高域スペクトル復号化部５６２から出力される推定
スペクトルの信号帯域ＦＬ～ＦＨを複数のサブバンドに分割し、各サブバンドに含まれる
スペクトルの大きさを求める。具体的には、サブバンドへの分割は、臨界帯域に対応付け
て行われ、バーク尺度で等間隔に分割される。また、スケールファクタ算出部５２１は、
各サブバンドに含まれるスペクトルの平均振幅を求め、これを第１スケールファクタＳＦ
１（ｋ）｛０≦ｋ＜ＮＢ｝とする。ここでＮＢはサブバンド数を表す。なお、平均振幅の
代わりに最大振幅値等を用いても良い。次に、高域スペクトル正規化部５６３は、推定ス
ペクトルの値（ＭＤＣＴ値）をサブバンド毎に第１スケールファクタＳＦ１（ｋ）で除算
し、除算した推定スペクトル値を正規化推定スペクトルとして乗算器５６５に出力する。
【０１２７】
　乗算器５６５は、高域スペクトル正規化部５６３から出力される正規化推定スペクトル
に、補正スケールファクタ復号化部５６４から出力される補正スケールファクタを乗じ、
乗算結果を連結部５６６に出力する。
【０１２８】
　連結部５６６は、第１スペクトルと乗算器から出力される正規化推定スペクトルとを周
波数軸上において連結し、信号帯域０～ＦＨの広帯域の復号スペクトルを生成して、時間
領域変換部５６７に出力する。
【０１２９】
　時間領域変換部５６７は、連結部５６６から出力される復号スペクトルに対し、逆ＭＤ
ＣＴ処理を施し、適切な窓関数を乗じた後に、前フレームの窓掛け後の信号と対応する領
域を加算して、第２レイヤ復号信号を生成して出力する。
【０１３０】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、高位レイヤの周波数領域での符号化にお
いて、入力信号を周波数領域の係数に変換してスケールファクタを量子化する際に、スケ
ールファクタが小さくなる量子化候補が選択されやすくなる重み付き歪み尺度を用いてス
ケールファクタの量子化を行う。すなわち、量子化後のスケールファクタが量子化前のス
ケールファクタよりも小さいものが選ばれやすくなる。よって、スケールファクタの量子
化に配分されるビット数が充分でない場合でも、聴感的な主観品質の劣化を抑えることが
できる。
【０１３１】
　なお、本実施の形態では、ベクトル量子化を用いる場合を例にとって説明したが、ベク
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トル量子化、すなわちベクトル毎に処理を行う代わりに、サブバンド毎に独立に処理を行
っても良い。かかる場合、例えば、補正スケールファクタ符号帳５２２に含まれる補正ス
ケールファクタ候補はスカラーで表される。
【０１３２】
　また、本実施の形態では、サブバンド毎の平均パワー値を閾値を比較することで背景雑
音フラグＢＮＦ（ｋ）の値を決定したが、本発明はこれに限らず、背景雑音のサブバンド
毎の平均パワー値と、第１復号信号（音声部）のサブバンド毎の平均パワー値との比を利
用する方法等にも同様に適用される。
【０１３３】
　また、本実施の形態では、符号化装置内にアップサンプリング部５０５を備える構成に
ついて説明したが、本発明はこれに限らず、第１アップサンプリング部を備えず、狭帯域
の第１レイヤ復号化信号を第２レイヤ符号化部に入力する場合についても同様に適用でき
る。
【０１３４】
　また、本実施の形態では、入力信号の特性（例えば、音声が含まれる部分か音声が含ま
れない部分か、等）に関わらず、常に上述した方法によって量子化を行う場合について説
明したが、本発明はこれに限らず、入力信号の特性（有声部分か無声部分か等）に応じて
上述した方法を利用するかどうかを切り替える場合についても同様に適用できる。例えば
、入力信号に音声が含まれている部分に対しては上述した重みを適用した距離計算による
ベクトル量子化を行い、入力信号に音声が含まれない部分に対しては上述した重みを適用
した距離計算によるベクトル量子化ではなく、実施の形態１～４に示した方法によるベク
トル量子化を行うという手法が挙げられる。このように、入力信号の特性に応じて、時間
軸上でもベクトル量子化の距離計算手法を切り替えることで、より品質の良い復号化信号
を得ることができる。
【０１３５】
　（実施の形態６）
　本発明の実施の形態６は、実施の形態５に対して、符号化装置の第２レイヤ符号化部の
内部構成のみが異なる。図１６は、本実施の形態に係る第２レイヤ符号化部５０８の内部
の主要な構成を示すブロック図である。図１６に示す第２レイヤ符号化部５０８は、図１
３と比較して、補正スケールファクタ符号化部６１４の作用が、補正スケールファクタ符
号化部５１４と異なる。
【０１３６】
　高域スペクトル推定部５１３は、推定スペクトル自体を補正スケールファクタ符号化部
６１４に与える。
【０１３７】
　補正スケールファクタ符号化部６１４は、背景雑音情報を用いて、第１スペクトルのス
ケールファクタが第２スペクトルのスケールファクタに近づくように、第１スペクトルの
スケールファクタを補正し、この補正スケールファクタに関する情報を符号化して出力す
る。
【０１３８】
　図１７は、図１６中の補正スケールファクタ符号化部６１４の内部の主要な構成を示す
ブロック図である。補正スケールファクタ符号化部６１４は、スケールファクタ算出部６
２１、６２２、補正スケールファクタ符号帳６２３、乗算器６２４、減算器６２５、判定
部６２６、重み付き誤差算出部６２７、および探索部６２８を備え、各部は以下の動作を
行う。
【０１３９】
　スケールファクタ算出部６２１は、入力される第２スペクトルの信号帯域ＦＬ～ＦＨを
複数のサブバンドに分割し、各サブバンドに含まれるスペクトルの大きさを求め、減算器
６２５に出力する。具体的には、サブバンドへの分割は、臨界帯域に対応付けて行われ、
バーク尺度で等間隔に分割される。また、スケールファクタ算出部６２１は、各サブバン
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０≦ｋ＜ＮＢ｝とする。ここでＮＢはサブバンド数を表す。なお、平均振幅の代わりに最
大振幅値等を用いても良い。
【０１４０】
　以降の処理においては、複数のサブバンドにおける各パラメータを１つのベクトル値に
まとめる。例えば、ＮＢ個のスケールファクタを１つのベクトルとして表す。そして、こ
のベクトル毎に各処理を行う場合、すなわち、ベクトル量子化を行う場合を例にとって説
明を行う。
【０１４１】
　スケールファクタ算出部６２２は、入力される第１スペクトルの信号帯域ＦＬ～ＦＨを
複数のサブバンドに分割し、各サブバンドの第１スケールファクタＳＦ１（ｋ）｛０≦ｋ
＜ＮＢ｝を算出し、乗算器６２４に出力する。スケールファクタ算出部６２１と同様に、
平均振幅の代わりに最大振幅値等を用いても良い。
【０１４２】
　補正スケールファクタ符号帳６２３は、補正スケールファクタの候補が複数格納されて
おり、探索部６２８からの指示に従い、格納されている補正スケールファクタの候補のう
ちの１つを乗算器６２４に順次出力する。補正スケールファクタ符号帳６２３に格納され
ている補正スケールファクタの複数の候補は、ベクトルで表される。
【０１４３】
　乗算器６２４は、スケールファクタ算出部６２２から出力される第１スケールファクタ
と、補正スケールファクタ符号帳６２３から出力される補正スケールファクタの候補とを
乗算し、乗算結果を減算器６２５に与える。
【０１４４】
　減算器６２５は、スケールファクタ算出部６２１より出力される第２スケールファクタ
から、乗算器６２４の出力、すなわち、第１スケールファクタおよび補正スケールファク
タ候補の積を減じ、これにより得られる誤差信号を、判定部６２６および重み付き誤差算
出部６２７に与える。
【０１４５】
　判定部６２６は、減算器６２５から与えられる誤差信号の符号、及び背景雑音情報とに
基づいて、重み付き誤差算出部に与える重みベクトルを決定する。以下、判定部における
具体的な処理の流れを説明する。
【０１４６】
　判定部６２６は、入力された背景雑音情報を分析する。また、判定部６２６は、内部に
要素数がサブバンド数ＮＢである、背景雑音フラグＢＮＦ（ｋ）｛０≦ｋ＜ＮＢ｝を有す
る。判定部６２６は、背景雑音情報が、入力信号（第１復号信号）中に背景雑音が含まれ
ていないことを示している場合には、背景雑音フラグＢＮＦ（ｋ）の値を全て０に設定す
る。また、判定部６２６は、背景雑音情報が、入力信号（第１復号信号）中に背景雑音が
含まれていることを示している場合には、背景雑音情報が示す背景雑音の周波数特性を分
析し、サブバンド毎の周波数特性に変換する。なお、ここでは説明の簡略化のため、背景
雑音情報がサブバンド毎のスペクトルの平均パワー値を示すものとして扱う。判定部６２
６は、サブバンド毎のスペクトルの平均パワー値ＳＰ（ｋ）と、予め内部に設定されたサ
ブバンド毎の閾値ＳＴ（ｋ）を比較し、ＳＰ（ｋ）がＳＴ（ｋ）以上であった場合には対
応するサブバンドの背景雑音フラグＢＮＦ（ｋ）の値を１に設定する。
【０１４７】
　ここで、減算器６２５から与えられる誤差信号ｄ（ｋ）は、以下の式（９）によって表
される。
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【数９】

【０１４８】
　ここで、ｖｉ（ｋ）は、第ｉ番目の補正スケールファクタの候補を表す。判定部６２６
は、ｄ（ｋ）の符号が正である場合にはｗｐｏｓを重みとして選択する。また、判定部６
２６は、ｄ（ｋ）の符号が負であり、かつ背景雑音フラグＢＮＦ（ｋ）の値が１である場
合にはｗｐｏｓを重みとして選択する。また、判定部６２６は、ｄ（ｋ）の符号が負であ
り、かつ背景雑音フラグＢＮＦ（ｋ）の値が０である場合にはｗｎｅｇを重みとして選択
する。次に、判定部６２６は、これらから構成される重みベクトルｗ（ｋ）を、重み付き
誤差算出部６２７に出力する。これらの重みには、以下の式（１０）の大小関係がある。

【数１０】

【０１４９】
　例えば、サブバンド数ＮＢ＝４であり、ｄ（ｋ）の符号が｛＋，－，－，＋｝であり、
背景雑音フラグＢＮＦ（ｋ）が｛０，０，１，１｝となる場合、重み付き誤差算出部６２
７に出力される重みベクトルｗ（ｋ）は、ｗ（ｋ）＝｛ｗｐｏｓ，ｗｎｅｇ ，ｗｐｏｓ 
，ｗｐｏｓ ｝と表される。
【０１５０】
　重み付き誤差算出部６２７は、まず、減算器６２５から与えられる誤差信号の２乗値を
算出し、次に、判定部６２６から与えられる重みベクトルｗ（ｋ）を誤差信号の２乗値に
乗じて、重み付き２乗誤差Ｅを算出し、算出結果を探索部６２８に与える。ここで、重み
付き２乗誤差Ｅは以下の式（１１）のように表される。

【数１１】

【０１５１】
　探索部６２８は、補正スケールファクタ符号帳６２３を制御して、格納されている補正
スケールファクタの候補を順次出力させ、閉ループ処理により、重み付き誤差算出部６２
７から出力される重み付き２乗誤差Ｅが最小となる補正スケールファクタの候補を求める
。探索部６２８は、求まった補正スケールファクタの候補のインデックスｉｏｐｔを符号
化パラメータとして出力する。
【０１５２】
　上記のように、誤差信号の符号に応じて重み付き２乗誤差を算出するときの重みを設定
し、かつその重みが式（１０）に示されるような関係がある場合、次のような作用が得ら
れる。すなわち、誤差信号ｄ（ｋ）が正の場合とは、復号化側で生成される復号値（符号
化側で言うと、第１スケールファクタを正規化し、正規化された値に補正スケールファク
タ候補を乗じた値）が目標値である第２スケールファクタよりも小さくなる場合である。
また、誤差信号ｄ（ｋ）が負の場合とは、復号化側で生成される復号値が目標値である第
２スケールファクタよりも大きくなる場合である。従って、誤差信号ｄ（ｋ）が正の場合
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の重みを、誤差信号ｄ（ｋ）が負の場合の重みよりも小さくなるように設定することによ
り、２乗誤差が同程度の値の場合、第２スケールファクタよりも小さい復号値を生成する
補正スケールファクタ候補が選択されやすくなる。
【０１５３】
　これにより次のような改善効果が得られる。例えば、本実施の形態のように、低域スペ
クトルを利用して高域スペクトルを推定する場合、一般的には、低ビットレート化を実現
することができる。しかし、低ビットレート化を実現する一方で、推定スペクトルの精度
、すなわち、推定スペクトルと高域スペクトルとの類似性は、上述の通り、充分に高いと
は言えない。かかる場合に、スケールファクタの復号値が目標値よりも大きくなり、量子
化後のスケールファクタが推定スペクトルを強調する方向に作用すると、推定スペクトル
の精度の低さが人間の耳に品質劣化として知覚されやすくなる。逆に、スケールファクタ
の復号値が目標値よりも小さくなり、量子化後のスケールファクタがこの推定スペクトル
を減衰する方向に作用するときは、推定スペクトルの精度の低さが目立たなくなり、復号
信号の音質が改善するという効果が得られる。さらに、入力信号（第１レイヤ復号化信号
）中に背景雑音が含まれるかどうかに応じて、上記の作用の程度を調整することにより、
聴感的により良い復号化信号を得ることが出来る。なお、この傾向は、計算機によるシミ
ュレーションにおいても確認することができた。
【０１５４】
　また、本実施の形態では、入力信号の特性（例えば、音声が含まれる部分か音声が含ま
れない部分か、等）に関わらず、常に上述した方法によって量子化を行う場合について説
明したが、本発明はこれに限らず、入力信号の特性（有声部分か無声部分か等）に応じて
上述した方法を利用するかどうかを切り替える場合についても同様に適用される。例えば
、入力信号に音声が含まれている部分に対しては上述した重みを適用した距離計算による
ベクトル量子化を行い、入力信号に音声が含まれない部分に対しては上述した重みを適用
した距離計算によるベクトル量子化ではなく、実施の形態１～４に示した方法によるベク
トル量子化を行うという手法が挙げられる。このように、入力信号の特性に応じて、時間
軸上でもベクトル量子化の距離計算手法を切り替えることで、より品質の良い復号化信号
を得ることが出来る。
【０１５５】
　（実施の形態７）
　図１８は、本発明の実施の形態７に係るスケーラブル復号化装置の主要な構成を示すブ
ロック図である。図１８において、分離部７０１は、図示せぬ符号化装置から送出された
ビットストリームを受信し、受信したビットストリームに記録されているレイヤ情報に基
づいて、ビットストリームを分離し、レイヤ情報を切替部７０５及びポストフィルタの修
正ＬＰＣ算出部７０８に出力する。
【０１５６】
　レイヤ情報がレイヤ３を示す場合、すなわち、ビットストリームに全てのレイヤ（第１
レイヤ～第３レイヤ）の符号化情報が格納されている場合、分離部７０１は、ビットスト
リームから第１レイヤ符号化情報、第２レイヤ符号化情報、第３レイヤ符号化情報を分離
する。分離された第１レイヤ符号化情報は第１レイヤ復号化部７０２に、第２レイヤ符号
化情報は第２レイヤ復号化部７０３に、第３レイヤ符号化情報は第３レイヤ復号化部７０
４にそれぞれ出力される。
【０１５７】
　また、レイヤ情報がレイヤ２を示す場合、すなわち、ビットストリームに第１レイヤ及
び第２レイヤの符号化情報が格納されている場合、分離部７０１は、ビットストリームか
ら第１レイヤ符号化情報、第２レイヤ符号化情報を分離する。分離された第１レイヤ符号
化情報は第１レイヤ復号化部７０２に、第２レイヤ符号化情報は第２レイヤ復号化部７０
３にそれぞれ出力される。
【０１５８】
　さらに、レイヤ情報がレイヤ１を示す場合、すなわち、ビットストリームに第１レイヤ
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の符号化情報のみが格納されている場合、分離部７０１は、ビットストリームから第１レ
イヤ符号化情報を分離し、分離した第１レイヤ符号化情報を第１レイヤ復号化部７０２に
出力する。
【０１５９】
　第１レイヤ復号化部７０２は、分離部７０１から出力された第１レイヤ符号化情報を用
いて、信号帯域ｋが０以上、ＦＨ未満における基本品質の第１レイヤ復号信号を生成し、
生成した第１レイヤ復号信号を切替部７０５、第２レイヤ復号化部７０３、及び背景雑音
検出部７０６に出力する。
【０１６０】
　第２レイヤ復号化部７０３は、分離部７０１から第２レイヤ符号化情報が出力されると
、この第２レイヤ符号化情報と第１レイヤ復号化部７０２から出力された第１レイヤ復号
信号とを用いて、信号帯域ｋが０以上、ＦＬ未満における改善品質と、信号帯域ｋがＦＬ
以上、ＦＨ未満における基本品質の第２レイヤ復号信号を生成する。生成された第２レイ
ヤ復号信号は切替部７０５及び第３レイヤ復号化部７０４に出力される。なお、第２レイ
ヤ復号化部７０３は、レイヤ情報がレイヤ１を示す場合、第２レイヤ符号化情報が得られ
ないので、全く動作しないか、もしくは、第２レイヤ復号化部７０３に備わる変数を更新
する。
【０１６１】
　第３レイヤ復号化部７０４は、分離部７０１から第３レイヤ符号化情報が出力されると
、この第３レイヤ符号化情報と第２レイヤ復号化部７０３から出力された第２レイヤ復号
信号とを用いて、信号帯域ｋが０以上、ＦＨ未満における改善品質の第３レイヤ復号信号
を生成する。生成された第３レイヤ復号信号は切替部７０５に出力される。なお、第３レ
イヤ復号化部７０４は、レイヤ情報がレイヤ１又はレイヤ２を示す場合、第３レイヤ符号
化情報が得られないので、全く動作しないか、もしくは、第３レイヤ復号化部７０４に備
わる変数を更新する。
【０１６２】
　背景雑音検出部７０６は、第１レイヤ復号信号を入力とし、この信号内に背景雑音が含
まれるかどうかを判定する。背景雑音検出部７０６は、第１レイヤ復号信号に背景雑音が
含まれていると判定した場合には、該背景雑音に対してＭＤＣＴなどの処理を行ってその
周波数特性を分析し、分析した周波数特性を背景雑音情報として修正ＬＰＣ算出部７０８
に出力する。また、背景雑音検出部７０６は、第１レイヤ復号信号に背景雑音が含まれて
いないと判定した場合には、第１レイヤ復号信号には背景雑音が含まれていないことを示
す背景雑音情報を修正ＬＰＣ算出部７０８に出力する。なお、本実施の形態では、背景雑
音の検出方法として、ある区間の入力信号を分析しその入力信号の最大パワー値と最小パ
ワー値を算出し、それらの比、あるいは差が閾値以上であった場合に最小パワー値を雑音
とする等の方法の他、一般的な背景雑音検出方法を採ることができる。なお、本実施の形
態では、背景雑音検出部７０６は、第１レイヤ復号信号に背景雑音が含まれるかどうかを
判定したが、本発明はこれに限らず、第２レイヤ復号信号、及び第３レイヤ復号信号に背
景雑音が含まれるかどうかを検出する場合や、入力信号中に含まれる背景雑音の情報を符
号化装置側から伝送し、伝送された背景雑音の情報を利用する場合に対しても同様に適用
できる。
【０１６３】
　切替部７０５は、分離部７０１から出力されたレイヤ情報に基づいて、いずれのレイヤ
の復号信号が得られるかを判断し、最も高次のレイヤにおける復号信号を修正ＬＰＣ算出
部７０８及びフィルタ部７０７に出力する。
【０１６４】
　ポストフィルタは、修正ＬＰＣ算出部７０８とフィルタ部７０７とを備え、修正ＬＰＣ
算出部７０８は、分離部７０１から出力されたレイヤ情報と、切替部７０５から出力され
た復号信号、及び背景雑音検出部７０６から得られる背景雑音情報とを用いて、修正ＬＰ
Ｃ係数を算出し、算出した修正ＬＰＣ係数をフィルタ部７０７に出力する。修正ＬＰＣ算
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出部７０８の詳細については後述する。
【０１６５】
　フィルタ部７０７は、修正ＬＰＣ算出部７０８から出力された修正ＬＰＣ係数によって
フィルタを構成し、切替部７０５から出力された復号信号にポストフィルタ処理を施し、
ポストフィルタ処理を施した復号信号を出力する。
【０１６６】
　図１９は、図１８に示した修正ＬＰＣ算出部７０８の内部構成を示すブロック図である
。この図において、周波数変換部７１１は、切替部７０５から出力された復号信号の周波
数分析を行い、復号信号のスペクトル（以下、「復号スペクトル」という）を求め、求め
た復号スペクトルをパワースペクトル算出部７１２に出力する。
【０１６７】
　パワースペクトル算出部７１２は、周波数変換部７１１から出力された復号スペクトル
のパワー（以下、「パワースペクトル」という）を算出し、算出したパワースペクトルを
パワースペクトル修正部７１３に出力する
【０１６８】
　修正帯域決定部７１４は、分離部７０１から出力されたレイヤ情報に基づいて、パワー
スペクトルの修正を行う帯域（以下、「修正帯域」という）を決定し、決定した帯域は修
正帯域情報としてパワースペクトル修正部７１３に出力する。
【０１６９】
　本実施の形態では、各レイヤは図２０に示した信号帯域及び音声品質を担当しているの
で、レイヤ情報がレイヤ１を示す場合、修正帯域決定部７１４は修正帯域を０（修正を行
わない）とし、レイヤ情報がレイヤ２を示す場合、修正帯域を０～ＦＬとし、また、レイ
ヤ情報がレイヤ３を示す場合、修正帯域を０～ＦＨとして修正帯域情報を生成する。
【０１７０】
　パワースペクトル修正部７１３は、修正帯域決定部７１４から出力された修正帯域情報
、及び背景雑音情報に基づいて、パワースペクトル算出部７１２から出力されたパワース
ペクトルを修正し、修正したパワースペクトルを逆変換部７１５に出力する。
【０１７１】
　ここで、パワースペクトルの修正とは、背景雑音情報が「第１復号信号に背景雑音が含
まれていない」ことを示している場合に、ポストフィルタの特性を弱め、スペクトルの変
形が小さくなるようにすることを意味し、より具体的には、パワースペクトルの周波数軸
上での変化を抑圧するように修正することを意味する。これにより、レイヤ情報がレイヤ
２を示す場合、０～ＦＬの帯域におけるポストフィルタの特性が弱められ、レイヤ情報が
レイヤ３を示す場合、０～ＦＨの帯域におけるポストフィルタの特性が弱められる。また
、パワースペクトル修正部７１３は、背景雑音情報が「第１復号信号に背景雑音が含まれ
ている」ことを示している場合には、上記のようなポストフィルタの特性を弱める処理を
行わない、あるいは弱める程度を少なくするという処理を行う。このように第１復号信号
中に背景雑音が存在するかどうか（入力信号中に背景雑音が存在するかどうか）に応じて
、ポストフィルタ処理を切り替えることにより、背景雑音が存在しない場合には復号信号
の異音感を出来る限り目立たないようにし、背景雑音が存在する場合には復号信号の帯域
感を出来る限り増加させるような処理が可能になり、より主観的に良い品質の復号信号を
生成することが出来る。
【０１７２】
　逆変換部７１５は、パワースペクトル修正部７１３から出力された修正パワースペクト
ルに逆変換を施し、自己相関関数を求める。求められた自己相関関数はＬＰＣ分析部７１
６に出力される。なお、逆変換部７１５はＦＦＴ（Ｆａｓｔ Ｆｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓ
ｆｏｒｍ）を利用することにより、演算量を削減することができる。このとき、修正パワ
ースペクトルの次数が２Ｎで表せない場合、分析長が２Ｎになるよう修正パワースペクト
ルを平均化してもよいし、修正パワースペクトルを間引いてもよい。
【０１７３】
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　ＬＰＣ分析部７１６は、逆変換部７１５から出力された自己相関関数に自己相関法など
を用いてＬＰＣ係数を求め、求めたＬＰＣ係数を修正ＬＰＣ係数としてフィルタ部７０７
に出力する。
【０１７４】
　次に、上述したパワースペクトル修正部７１３の具体的な実現方法について説明する。
まず、第１の実現方法として、修正帯域におけるパワースペクトルを平坦化する方法につ
いて説明する。この方法は、修正帯域におけるパワースペクトルの平均値を算出し、算出
した平均値によって平均化前のスペクトルを置き換えるものである。
【０１７５】
　図２１に、第１の実現方法によるパワースペクトルの修正の様子を示す。この図では、
女性の有声部（/ｏ/）のパワースペクトルに対し、レイヤ情報がレイヤ２（０～ＦＬの帯
域におけるポストフィルタの特性を弱める）のときの修正の様子を示しており、０～ＦＬ
の帯域を約２２ｄＢのパワースペクトルで置き換えている。このとき、修正される帯域と
修正されない帯域の接続部分でのスペクトルの変化が不連続にならないようにパワースペ
クトルを修正することが望ましい。その具体的な方法として、例えば、前記接続部分とそ
の近傍のパワースペクトルに対して移動平均値を求め、その移動平均値で対応するパワー
スペクトルを置き換える。これにより正確なスペクトル特性を有する修正ＬＰＣ係数を求
めることができる。
【０１７６】
　次に、パワースペクトル修正部７１３の第２の実現方法について説明する。第２の実現
方法は、修正帯域におけるパワースペクトルのスペクトル傾斜を求め、求めたスペクトル
傾斜によって当該帯域のスペクトルを置き換えるものである。ここで、スペクトル傾斜と
は、当該帯域におけるパワースペクトルの全体的な傾きを示すものである。例えば、復号
信号の１次のＰＡＲＣＯＲ係数（反射係数）、あるいは当該ＰＡＲＣＯＲ係数に定数を乗
じて形成されるディジタルフィルタのスペクトル特性が用いられる。このスペクトル特性
に、当該帯域におけるパワースペクトルのエネルギーが保存されるように算出された係数
を乗じたもので当該帯域のパワースペクトルが置き換えられる。
【０１７７】
　図２２に、第２の実現方法によるパワースペクトルの修正の様子を示す。この図では、
０～ＦＬの帯域におけるパワースペクトルを約２３ｄＢ～２６ｄＢに傾斜するパワースペ
クトルで置き換えている。
【０１７８】
　ここで、以下の式（１２）に代表的なポストフィルタの伝達関数ＰＦを示す。なお式（
１２）におけるα（ｉ）は復号信号のＬＰＣ（Ｌｉｎｅａｒ Ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ Ｃｏ
ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ ）係数、ＮＰはＬＰＣ係数の次数、γｎとγｄはポストフィルタの
雑音抑圧の程度を決定する設定値（０＜γｎ＜γｄ＜１）、μはフォルマント強調フィル
タにより生じるスペクトル傾きを補正するための設定値、をそれぞれ表す。
【数１２】

【０１７９】
　上述したように修正帯域におけるパワースペクトルをスペクトル傾斜で置き換えること
により、ポストフィルタの傾き補正フィルタ 式（１２）のＵ（ｚ） による高域強調の作



(26) JP 4954080 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

用を当該帯域内では打ち消しあうことになる。すなわち、式（１２）のＵ（ｚ）のスペク
トル特性の逆特性に相当するスペクトル特性を付与することになる。これにより、ポスト
フィルタを含めた当該帯域のスペクトル特性をより平坦化させることができる。
【０１８０】
　また、パワースペクトル修正部７１３の第３の実現方法として、修正帯域におけるパワ
ースペクトルをα乗（０＜α＜１）したものを用いてもよい。この方法では、前述したよ
うなパワースペクトルを平坦化する方法に比べて、より柔軟にポストフィルタの特性を設
計することができる。
【０１８１】
　次に、上述した修正ＬＰＣ算出部７０８によって算出された修正ＬＰＣ係数を用いて構
成されたポストフィルタのスペクトル特性について図２３を用いて説明する。ここでは、
図２２に示したスペクトルを用いて修正ＬＰＣ係数を求め、かつ、ポストフィルタの設定
値をγｎ＝０．６、γｄ＝０．８、μ＝０．４とした場合のスペクトル特性を例に説明す
る。なお、ＬＰＣ係数の次数は１８次とする。
【０１８２】
　図２３に示す実線はパワースペクトル修正を行った場合のスペクトル特性を表し、点線
はパワースペクトル修正を行わなかった場合（設定値は上記同様）のスペクトル特性を表
す。図２３に示すように、パワースペクトル修正を行った場合のポストフィルタの特性は
、０～ＦＬの帯域ではほぼ平坦になっており、ＦＬ～ＦＨの帯域ではパワースペクトル修
正を行わなかった場合と同様のスペクトル特性となっている。
【０１８３】
　一方、ナイキスト周波数近傍では、パワースペクトル修正を行った場合のスペクトル特
性は、パワースペクトル修正を行わなかった場合のスペクトル特性に比べ、若干減衰して
いるが、この帯域の信号成分は他の帯域の信号成分に比べて小さいため、この影響はほと
んど無視することができる。
【０１８４】
　このように実施の形態７によれば、レイヤ情報に応じた帯域のパワースペクトルを修正
し、修正したパワースペクトルに基づいて修正ＬＰＣ係数を算出し、算出した修正ＬＰＣ
係数によってポストフィルタを構成することにより、各レイヤが担当する帯域毎に音声品
質が異なる場合でも、音声品質に応じたスペクトル特性によって復号信号にポストフィル
タ処理を施すことができるので、音声品質を改善することができる。
【０１８５】
　なお、本実施の形態では、レイヤ情報がレイヤ１～３のいずれの場合も、修正ＬＰＣ係
数を算出するものとして説明したが、符号化の対象となる全ての帯域がほぼ同一の音声品
質であるレイヤの場合（本実施の形態では、全帯域が基本品質のレイヤ１、及び、全帯域
が改善品質のレイヤ３）には、必ずしも帯域毎に修正ＬＰＣ係数を算出する必要はなく、
このような場合、ポストフィルタの強さを規定する設定値（γｎ、γｄ及びμ）をレイヤ
毎に予め用意し、用意された設定値を切り替えてポストフィルタを直接構成するようにし
てもよい。これにより、修正ＬＰＣ係数の算出に要する処理量、処理時間を削減すること
ができる。
【０１８６】
　なお、本実施の形態では、パワースペクトル修正部７１３において、第１レイヤ復号信
号中に背景雑音が存在するか否かに応じて全帯域共通の処理を行ったが、本発明はこれに
限らず、背景雑音検出部７０６において第１レイヤ復号信号中に含まれる背景雑音の周波
数特性を算出し、パワースペクトル修正部７１３ではその結果を利用してサブバンド毎に
パワースペクトルの修正方法を切り替える場合等にも同様に適用できる。
【０１８７】
　（実施の形態８）
　図２４は、本発明の実施の形態８に係るスケーラブル復号化装置の主要な構成を示すブ
ロック図である。ここでは、図１８と異なる部分のみ説明する。この図において、第２切
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替部８０６は、分離部８０１からレイヤ情報を取得し、取得したレイヤ情報に基づいて、
いずれのレイヤの復号スペクトルが得られるかを判断し、最も高次のレイヤにおける復号
ＬＰＣ係数をポストフィルタの抑圧情報算出部８０８に出力する。ただし、復号処理の過
程で復号ＬＰＣ係数を生成しない場合も考えられ、このような場合、第２切替部８０６が
取得した復号ＬＰＣ係数からいずれかの復号ＬＰＣ係数が選択される。
【０１８８】
　背景雑音検出部８０７は、第１レイヤ復号信号を入力とし、この信号内に背景雑音が含
まれるかどうかを判定する。背景雑音検出部８０７は、第１レイヤ復号信号に背景雑音が
含まれていると判定した場合には、該背景雑音に対してＭＤＣＴなどの処理を行ってその
周波数特性を分析し、分析した周波数特性を背景雑音情報として抑圧情報算出部８０８に
出力する。また、背景雑音検出部８０７は、第１レイヤ復号信号に背景雑音が含まれてい
ないと判定した場合には、第１レイヤ復号信号には背景雑音が含まれていないという情報
を背景雑音情報として抑圧情報算出部８０８に出力する。なお、背景雑音の検出方法は、
ある区間の入力信号を分析しその入力信号の最大パワー値と最小パワー値を算出し、それ
らの比、あるいは差が閾値以上であった場合に最小パワー値を雑音とする等の方法の他、
一般的な背景雑音検出方法を採ることとする。なお、本実施の形態では、背景雑音検出部
７０６は、第１レイヤ復号信号に背景雑音が含まれるかどうかを判定したが、本発明はこ
れに限らず、第２レイヤ復号信号、及び第３レイヤ復号信号に背景雑音が含まれるかどう
かを検出する場合や、入力信号中に含まれる背景雑音の情報を符号化装置側から伝送し、
伝送された背景雑音の情報を利用する場合に対しても同様に適用できる。
【０１８９】
　抑圧情報算出部８０８は、分離部８０１から出力されたレイヤ情報と、第２切替部８０
６から出力されたＬＰＣ係数と、背景雑音検出部８０７から出力された背景雑音情報とを
用いて、抑圧情報を算出し、算出した抑圧情報を乗算器８０９に出力する。抑圧情報算出
部８０８の詳細については後述する。
【０１９０】
　乗算器８０９は、抑圧情報算出部８０８から出力された抑圧情報を切替部８０５から出
力された復号スペクトルに乗算し、抑圧情報を乗算した復号スペクトルを時間領域変換部
８１０に出力する。
【０１９１】
　時間領域変換部８１０は、乗算器８０９から出力される復号スペクトルに対し、逆ＭＤ
ＣＴ処理を施し、適切な窓関数を乗じた後に、前フレームの窓掛け後の信号と対応する領
域を加算して、出力信号を生成して出力する。
【０１９２】
　図２５は、図２４に示した抑圧情報算出部８０８の内部構成を示すブロック図である。
この図において、ＬＰＣスペクトル算出部８２１は、第２切替部８０６から出力された復
号ＬＰＣ係数を離散フーリエ変換し、各複素スペクトルのエネルギーを算出し、算出した
エネルギーをＬＰＣスペクトルとしてＬＰＣスペクトル修正部８２２に出力する。すなわ
ち、復号ＬＰＣ係数をα（ｉ）と表したとき、次式（１３）で表されるフィルタを構成す
る。
【数１３】

【０１９３】
　ＬＰＣスペクトル算出部８２１は、上式（１３）で表されるフィルタのスペクトル特性
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を算出し、ＬＰＣスペクトル修正部８２２に出力する。ここで、ＮＰは復号ＬＰＣ係数の
次数を表す。
【０１９４】
　また、雑音抑圧の強さの程度を調整する所定のパラメータγｎ及びγｄを用いて、以下
の式（１４）で表されるフィルタを構成し、このフィルタのスペクトル特性を算出するよ
うにしてもよい（０＜γｎ＜γｄ＜１）。
【数１４】

【０１９５】
　また、式（１３）又は式（１４）で表されるフィルタには、低域部（もしくは高域部）
が高域部（もしくは低域部）に比べて過度に強調される特性（一般に、この特性を「スペ
クトル傾き」という）が生じる場合があるが、これを補正するためのフィルタ（アンチチ
ルトフィルタ）を併用してもよい。
【０１９６】
　ＬＰＣスペクトル修正部８２２は、実施の形態７中のパワースペクトル修正部７１３と
同様に、修正帯域決定部８２３から出力された修正帯域情報に基づいて、ＬＰＣスペクト
ル算出部８２１から出力されたＬＰＣスペクトルを修正し、修正したＬＰＣスペクトルを
抑圧係数算出部８２４に出力する。
【０１９７】
　抑圧係数算出部８２４は、背景雑音情報を利用して、以下のような方法で抑圧係数を算
出する。
【０１９８】
　抑圧係数算出部８２４は、ＬＰＣスペクトル修正部８２２から出力された修正ＬＰＣス
ペクトルを予め定められたバンド幅のサブバンドに分割し、分割したサブバンド毎の平均
値を求める。そして、求めた平均値が所定の閾値より小さいサブバンドを選択し、選択し
たサブバンドについて、復号スペクトルを抑圧する係数（ベクトル値）を算出する。これ
により、スペクトルの谷となる帯域を含むサブバンドを減衰させることができる。ちなみ
に、抑圧係数の算出は選択されたサブバンドの平均値に基づいて行われる。その具体的な
算出法としては、例えば、サブバンドの平均値に所定の係数を乗じて抑圧係数を算出する
。また、平均値が所定の閾値以上のサブバンドについては、復号スペクトルを変化させな
いような係数が算出される。
【０１９９】
　なお、抑圧係数は、ＬＰＣ係数である必要はなく、復号スペクトルに直接乗じられる係
数であればよい。これにより、逆変換処理及びＬＰＣ分析処理を行う必要がなくなり、こ
れらの処理に要する演算量を削減することができる。
【０２００】
　また、抑圧係数算出部８２４は、次に示す方法に基づいて抑圧係数を算出してもよい。
すなわち、抑圧係数算出部８２４では、ＬＰＣスペクトル修正部８２２から出力された修
正ＬＰＣスペクトルを予め定められたバンド幅のサブバンドに分割し、分割したサブバン
ド毎の平均値を求める。そして、各サブバンドの平均値の中で最大となるサブバンドを求
め、当該サブバンドの平均値を用いて各サブバンドの平均値を正規化する。当該正規化後
のサブバンド平均値を抑圧係数として出力する。
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【０２０１】
　この方法では、所定のサブバンドに分割した後に抑圧係数を出力する方法について説明
しているが、より細かく抑圧係数を決定するために、周波数毎に抑圧係数を算出して出力
してもよい。その場合、抑圧係数算出部８２４では、ＬＰＣスペクトル修正部８２２から
出力された修正ＬＰＣスペクトルの中で最大となる周波数を求め、当該周波数のスペクト
ルを用いて各周波数のスペクトルを正規化する。当該正規化後のスペクトルを抑圧係数と
して出力する。
【０２０２】
　なお、ここで、上記のようにして算出される抑圧係数は、抑圧係数算出部８２４に入力
された背景雑音情報が「第１レイヤ復号信号中に背景雑音が含まれている」ことを示して
いた場合には、その背景雑音のレベルに応じて、スペクトルの谷となる帯域を含むサブバ
ンドを減衰させる効果が少なくなるように最終的に決定されることとする。このように第
１復号信号中に背景雑音が存在するかどうか（入力信号中に背景雑音が存在するかどうか
）に応じて、ポストフィルタ処理を切り替えることにより、背景雑音が存在しない場合に
は復号信号の異音感を出来る限り目立たないようにし、背景雑音が存在する場合には復号
信号の帯域感を出来る限り増加させるような処理が可能になり、より主観的に良い品質の
復号信号を生成することが出来る。
【０２０３】
　このように実施の形態８によれば、復号ＬＰＣ係数から算出されたＬＰＣスペクトルは
、復号信号の微細情報が除かれたスペクトル包絡であり、このスペクトル包絡に基づいて
直接的に抑圧係数を求めることにより、少ない演算量でより正確なポストフィルタを実現
することができ、音声品質の向上を図ることが出来る。また、前記抑圧係数を、入力信号
中（第１レイヤ復号信号中）に背景雑音が含まれるか否かに応じて切り替えることによっ
て、背景雑音がある場合に対しても、ない場合に対してもそれぞれ主観的に良い品質の復
号信号を生成することが出来る。
【０２０４】
　以上、本発明の各実施の形態について説明した。
【０２０５】
　なお、実施の形態１～３、５～８では、階層数が２または３の場合を例にとって説明し
たが、本発明は、階層数が２以上であればいずれの階層数のスケーラブル符号化にも適用
することができる。
【０２０６】
　また、実施の形態１～３、５～８では、スケーラブル符号化を例にとって説明している
が、エンベディッド符号化等の他の階層符号化にも適用することができる。
【０２０７】
　また、本明細書では、音声信号を符号化対象とする場合を例にとって説明しているが、
これに限定されず、本発明は、例えばオーディオ信号等にも適用することができる。
【０２０８】
　また、本明細書では、周波数変換としてＭＤＣＴを用いる場合を例にとって説明したが
、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）、離散フーリエ変換（ＤＦＴ）、ＤＣＴ、サブバンドフィ
ルタ等を使用することもできる。
【０２０９】
　本発明に係る変換符号化装置および変換符号化方法は、上記各実施の形態に限定されず
、種々変更して実施することが可能である。
【０２１０】
　本発明に係る変換符号化装置は、移動体通信システムにおける通信端末装置および基地
局装置に搭載することが可能であり、これにより上記と同様の作用効果を有する通信端末
装置、基地局装置、および移動体通信システムを提供することができる。
【０２１１】
　なお、ここでは、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本発
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明をソフトウェアで実現することも可能である。例えば、本発明に係る変換符号化方法の
アルゴリズムをプログラミング言語によって記述し、このプログラムをメモリに記憶して
おいて情報処理手段によって実行させることにより、本発明に係る変換符号化装置と同様
の機能を実現することができる。
【０２１２】
　また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路である
ＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されても良いし、一部または全てを
含むように１チップ化されても良い。
【０２１３】
　また、ここではＬＳＩとしたが、集積度の違いによって、ＩＣ、システムＬＳＩ、スー
パーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩ等と呼称されることもある。
【０２１４】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現しても良い。ＬＳＩ製造後に、プログラム化することが可能なＦＰＧＡ（Field Pr
ogrammable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続もしくは設定を再構成可能な
リコンフィギュラブル・プロセッサを利用しても良い。
【０２１５】
　さらに、半導体技術の進歩または派生する別技術により、ＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行っても良い。
バイオ技術の適応等が可能性としてあり得る。
【０２１６】
　本明細書は、２００５年１０月１４日出願の特願２００５－３００７７８および２００
６年１０月３日出願の特願２００６－２７２２５１に基づく。これらの内容は、すべてこ
こに含めておく。
【産業上の利用可能性】
【０２１７】
　本発明に係る変換符号化装置および変換符号化方法は、移動体通信システムにおける通
信端末装置、基地局装置等の用途に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２１８】
【図１】実施の形態１に係るスケーラブル符号化装置の主要な構成を示すブロック図
【図２】実施の形態１に係る第２レイヤ符号化部内部の主要な構成を示すブロック図
【図３】実施の形態１に係る補正スケールファクタ符号化部内部の主要な構成を示すブロ
ック図
【図４】実施の形態１に係るスケーラブル復号化装置の主要な構成を示すブロック図
【図５】実施の形態１に係る第２レイヤ復号化部内部の主要な構成を示すブロック図
【図６】実施の形態２に係る第２レイヤ符号化部内部の主要な構成を示すブロック図
【図７】実施の形態２に係る第２レイヤ復号化部内部の主要な構成を示すブロック図
【図８】実施の形態３に係る第２レイヤ符号化部内部の主要な構成を示すブロック図
【図９】実施の形態４に係る変換符号化装置の主要な構成を示すブロック図
【図１０】実施の形態４に係るスケールファクタ符号化部内部の主要な構成を示すブロッ
ク図
【図１１】実施の形態４に係る変換復号化装置の主要な構成を示すブロック図
【図１２】実施の形態５に係るスケーラブル符号化装置の主要な構成を示すブロック図
【図１３】実施の形態５に係る第２レイヤ符号化部内部の主要な構成を示すブロック図
【図１４】実施の形態５に係る補正スケールファクタ符号化部内部の主要な構成を示すブ
ロック図
【図１５】実施の形態５に係る第２レイヤ復号化部内部の主要な構成を示すブロック図
【図１６】実施の形態６に係る第２レイヤ符号化部内部の主要な構成を示すブロック図
【図１７】実施の形態６に係る補正スケールファクタ符号化部内部の主要な構成を示すブ



(31) JP 4954080 B2 2012.6.13

10

ロック図
【図１８】実施の形態７に係るスケーラブル復号化装置の主要な構成を示すブロック図
【図１９】実施の形態７に係る修正ＬＰＣ算出部内部の主要な構成を示すブロック図
【図２０】実施の形態７に係る各レイヤの信号帯域及び音声品質を示す概略図
【図２１】実施の形態７に係る第１の実現方法によるパワースペクトルの修正の状態を示
すスペクトル特性図
【図２２】実施の形態７に係る第２の実現方法によるパワースペクトルの修正の状態を示
すスペクトル特性図
【図２３】実施の形態７に係る修正ＬＰＣ係数を用いて構成されたポストフィルタのスペ
クトル特性図
【図２４】実施の形態８に係るスケーラブル復号化装置の主要な構成を示すブロック図
【図２５】実施の形態８に係る抑圧情報算出部内部の主要な構成を示すブロック図

【図１】 【図２】



(32) JP 4954080 B2 2012.6.13

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(33) JP 4954080 B2 2012.6.13

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(34) JP 4954080 B2 2012.6.13

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(35) JP 4954080 B2 2012.6.13

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(36) JP 4954080 B2 2012.6.13

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(37) JP 4954080 B2 2012.6.13

【図２３】 【図２４】

【図２５】



(38) JP 4954080 B2 2012.6.13

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平６－５１７９５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２５５８９２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－９１４９８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－３３５１６１（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－２７３７４７（ＪＰ，Ａ）
              特開平９－２３０８９８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G10L 19/00-19/14
              H03M  7/30
              H04B 14/04


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

