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(57)【要約】
【課題】本発明は、一つ以上の信号処理過程で時間遅延
に関する一つ以上の信号及び／または一つ以上のパラメ
ータを補償するためのシステム、方法、装置及びコンピ
ュータ読取可能記録媒体を提供する。
【解決手段】ダウンミックス信号及び空間情報を受信す
る段階と、前記ダウンミックス信号に対してコンプレク
シティドメイン変換を行う段階と、前記変換されたダウ
ンミックス信号及び前記空間情報のうち少なくとも一つ
に対して前記変換による時間遅延を補償する段階と、前
記変換されたダウンミックス信号と前記空間情報とを結
合する段階と、を有し、前記結合された空間情報は、前
記コンプレクシティドメイン変換過程で経過した時間だ
け遅延されることを特徴とするオーディオ信号処理方法
を構成する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダウンミックス信号及び空間情報を受信する段階と、
　前記ダウンミックス信号に対してコンプレクシティドメイン変換を行う段階と、
　前記変換されたダウンミックス信号及び前記空間情報のうち少なくとも一つに対して前
記変換による時間遅延を補償する段階と、
　前記変換されたダウンミックス信号と前記空間情報とを結合する段階と、を有し、
　前記結合された空間情報は、前記コンプレクシティドメイン変換過程で経過した時間だ
け遅延されることを特徴とするオーディオ信号処理方法。
【請求項２】
　エンコーディング遅延によって前記空間情報を遅延させる段階をさらに有する、請求項
１に記載のオーディオ信号処理方法。
【請求項３】
　前記コンプレクシティドメイン変換は、リアルＱＭＦドメイン信号からコンプレックス
ＱＭＦドメイン信号に変換する段階をさらに有する、請求項１に記載のオーディオ信号処
理方法。
【請求項４】
　第１デコーディング方式によってダウンミックス信号と空間情報との間の同期が合わせ
られたオーディオ信号を受信する段階と、
　前記受信されたオーディオ信号が第２デコーディング方式によってデコーディングされ
る場合、前記ダウンミックス信号と前記空間情報との間の時間同期差を補償する段階と、
を有することを特徴とするオーディオ信号処理方法。
【請求項５】
　前記時間同期差は、前記第１デコーディング方式によって前記ダウンミックス信号と前
記空間情報とを結合する時点までに発生した第１遅延時間と、前記第２デコーディング方
式によって前記ダウンミックス信号と前記空間情報とを結合する時点までに発生した第２
遅延時間との間の差である、請求項４に記載のオーディオ信号処理方法。
【請求項６】
　前記第１及び第２デコーディング方式は、それぞれ電力に基づいたデコーディング方式
及び音質に基づいたデコーディング方式のうちの一つに対応し、前記第１及び第２デコー
ディング方式は互いに異なる、請求項５に記載のオーディオ信号の処理方法。
【請求項７】
　前記時間同期差を補償するとき、
　前記ダウンミックス信号は、前記時間同期差によってリーディングまたはラギングされ
る、請求項６に記載のオーディオ信号の処理方法。
【請求項８】
　前記時間同期差を補償するとき、
　前記空間情報は、前記時間同期差によってリーディングまたはラギングされる、請求項
６に記載のオーディオ信号の処理方法。
【請求項９】
　前記時間同期差を補償するとき、
　前記第１及び第２デコーディング方式がそれぞれ電力に基づいたデコーディング方式及
び音質に基づいたデコーディング方式に対応する場合、前記ダウンミックス信号は、前記
時間同期差によってラギングされる、請求項６に記載のオーディオ信号の処理方法。
【請求項１０】
　前記時間同期差は、前記ダウンミックス信号をリアルＱＭＦドメインからコンプレック
スＱＭＦドメインに変換するときに発生する遅延時間である、請求項９に記載のオーディ
オ信号の処理方法。
【請求項１１】
　前記結合されたダウンミックス信号及び空間情報を用いて多チャンネル信号を生成する
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段階と、
　前記多チャンネル信号と時系列データとの間の時間同期差を補償する段階と、をさらに
有する、請求項４に記載のオーディオ信号処理方法。
【請求項１２】
　前記時系列データは、動画像、イメージ及びテキストのうち少なくとも一つを含む、請
求項１１に記載のオーディオ信号処理方法。
【請求項１３】
　ダウンミックス信号及び空間情報を受信するように構成された第１デコーダと、
　前記第１デコーダと連結されて動作し、前記ダウンミックス信号に対してコンプレック
スドメイン変換を行うように構成されたコンバータと、
　前記コンバータと連結されて動作し、前記変換されたダウンミックス信号及び前記空間
情報のうち少なくとも一つに対して前記変換による時間遅延を補償し、前記変換されたダ
ウンミックス信号と前記空間情報とを結合するように構成された第２デコーダと、を含む
ことを特徴とするオーディオ信号処理システム。
【請求項１４】
　第１デコーディング方式によってダウンミックス信号と空間情報との間の同期が合わせ
られたオーディオ信号を受信するように構成された第１デコーダと、
　前記第１デコーダと連結されて動作し、前記受信されたオーディオ信号が第２デコーデ
ィング方式によってデコーディングされる場合、前記ダウンミックス信号と前記空間情報
との間の時間同期差を補償するように構成された第２デコーダと、を含むことを特徴とす
るオーディオ信号処理システム。
【請求項１５】
　前記時間同期差は、前記第１デコーディング方式によって前記ダウンミックス信号と前
記空間情報とを結合する時点までに発生した第１遅延時間と、前記第２デコーディング方
式によって前記ダウンミックス信号と前記空間情報とを結合する時点までに発生した第２
遅延時間との間の差である、請求項１４に記載のオーディオ信号処理システム。
【請求項１６】
　前記第１及び第２デコーディング方式は、それぞれ電力に基づいたデコーディング方式
及び音質に基づいたデコーディング方式のうちの一つに対応し、前記第１及び第２デコー
ディング方式は互いに異なる、請求項１５に記載のオーディオ信号の処理システム。
【請求項１７】
　前記時間同期差を補償するとき、
　前記ダウンミックス信号は、前記時間同期差によってリーディングまたはラギングされ
る、請求項１６に記載のオーディオ信号の処理システム。
【請求項１８】
　前記時間同期差を補償するとき、
　前記空間情報は、前記時間同期差によってリーディングまたはラギングされる、請求項
１６に記載のオーディオ信号の処理システム。
【請求項１９】
　前記時間同期差を補償するとき、
　前記第１及び第２デコーディング方式がそれぞれ電力に基づいたデコーディング方式及
び音質に基づいたデコーディング方式に対応する場合、前記ダウンミックス信号は、前記
時間同期差によってラギングされる、請求項１６に記載のオーディオ信号の処理システム
。
【請求項２０】
　前記時間同期差は、前記ダウンミックス信号をリアルＱＭＦドメインからコンプレック
スＱＭＦドメインに変換するときに発生する遅延時間である、請求項１９に記載のオーデ
ィオ信号の処理システム。
【請求項２１】
　前記結合されたダウンミックス信号及び空間情報を用いて多チャンネル信号を生成する
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段階と、
　前記多チャンネル信号と時系列データとの間の時間同期差を補償する段階と、をさらに
有する、請求項１４に記載のオーディオ信号処理システム。
【請求項２２】
　前記時系列データは、動画像、イメージ及びテキストのうち少なくとも一つを含む、請
求項２１に記載のオーディオ信号処理システム。
【請求項２３】
　ダウンミックス信号及び空間情報を受信する段階と、
　前記ダウンミックス信号に対してコンプレクシティドメイン変換を行う段階と、
　前記変換されたダウンミックス信号及び前記空間情報のうち少なくとも一つに対して前
記変換による時間遅延を補償する段階と、
　前記変換されたダウンミックス信号と前記空間情報とを結合する段階と、をプロセッサ
が行うようにする指示情報を保存しているコンピュータ読取可能記録媒体。
【請求項２４】
　第１デコーディング方式によってダウンミックス信号と空間情報との間の同期が合わせ
られたオーディオ信号を受信する段階と、
　前記受信されたオーディオ信号が第２デコーディング方式によってデコーディングされ
る場合、前記ダウンミックス信号と前記空間情報との間の時間同期差を補償する段階と、
をプロセッサが行うようにする指示情報を保存しているコンピュータ読取可能記録媒体。
【請求項２５】
　ダウンミックス信号及び空間情報を受信する段階と、
　前記ダウンミックス信号に対してコンプレクシティドメイン変換を行う段階と、
　前記変換されたダウンミックス信号及び前記空間情報のうち少なくとも一つに対して前
記変換による時間遅延を補償する段階と、
　前記変換されたダウンミックス信号と前記空間情報とを結合する段階と、
　を有することを特徴とするオーディオ信号処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号処理に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　多チャネルオーディオコーディング（一般的に、空間オーディオコーディングという。
）は、多チャネルオーディオ信号の空間イメージを各空間パラメータの圧縮されたセット
に捕えることができる。ここで、空間パラメータは、伝送されたダウンミックス信号から
高音質の多チャネル信号を合成するために用いられる。
【０００３】
　多様なコーディング設計が支援される多チャネルオーディオシステムにおいて、ダウン
ミックス信号は、信号処理（例えば、時間-周波数ドメイン変換）過程のために、他のダ
ウンミックス信号及び／または対応する各空間パラメータに比べて時間的に遅延される。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、ダウンミックス信号及び空間情報を受信する段階と、前記ダウンミックス信
号に対してコンプレクシティドメイン変換を行う段階と、前記変換されたダウンミックス
信号及び前記空間情報のうち少なくとも一つに対して前記変換による時間遅延を補償する
段階と、前記変換されたダウンミックス信号と前記空間情報とを結合する段階と、を含み
、前記結合された空間情報は、前記コンプレクシティドメイン変換過程で経過した時間だ
け遅延されることを特徴とするオーディオ信号処理方法を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００５】
　以下、本発明の好適な実施例に対して説明するが、これら各例は、添付の図面に示され
ている。
【０００６】
　オーディオ信号は、多様なドメイン上で信号処理が可能であり、特に、時間ドメイン上
で信号処理されるので、オーディオ信号は、時間の配列を考慮して適切に信号処理する必
要がある。
【０００７】
　したがって、オーディオ信号のドメインは、オーディオ信号処理過程で変換される。前
記オーディオ信号のドメインの変換は、時間／周波数ドメイン変換及びコンプレクシティ
（complexity）ドメイン変換を含むことができる。前記時間／周波数ドメイン変換は、時
間ドメイン信号の周波数ドメイン信号への変換、及び周波数ドメイン信号の時間ドメイン
信号への変換のうち少なくとも一つを含むことができる。前記コンプレクシティドメイン
変換は、前記オーディオ信号処理動作でのコンプレクシティによるドメイン変換を意味す
る。また、前記コンプレクシティドメイン変換は、実際の周波数ドメインにある信号のコ
ンプレックス周波数ドメインへの変換、及びコンプレックス（complex）周波数ドメイン
にある信号の実際の周波数ドメインへの変換などを含むことができる。オーディオ信号が
時間配列を考慮せずに処理される場合、音質が低下するおそれがある。遅延過程は、前記
配列過程で行われる。前記遅延過程は、エンコーディング遅延及びデコーディング遅延の
うち少なくとも一つを含むことができる。前記エンコーディング遅延は、エンコーディン
グ過程において考慮された遅延によって信号が遅延されることを意味する。前記デコーデ
ィング遅延は、デコーディングする間に表れた実際の時間遅延を意味する。
【０００８】
　本発明を説明する前に、本明細書で使用される用語を次のように定義する。
【０００９】
　本明細書で使用される「ダウンミックス連結ドメイン」とは、多チャネルオーディオ信
号を生成する多チャネルデコーディング部で伝送を受けられるダウンミックス信号のドメ
インをいい、「レジデュアル連結ドメイン」とは、前記多チャネルデコーディング部で伝
送を受けられるレジデュアル信号のドメインをいう。そして「時系列データ」とは、多チ
ャネルオーディオ信号との時間同期化または時間の配列が必要なデータで、例えば、動画
像、イメージ及びテキストなどがある。また、「リーディング（Leading）」とは、信号
を特定時間だけ操り上げることをいい、「ラギング（Lagging）」とは、信号を特定時間
だけ遅延させることをいう。また、「空間情報」とは、多チャネルオーディオ信号を合成
するための情報を意味する。前記空間情報は、空間パラメータを含むことができる。例え
ば、前記空間パラメータは、二つのチャネル間のエネルギー差を意味するＣＬＤ（ｃｈａ
ｎｎｅｌ　ｌｅｖｅｌ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）、二つのチャネル間の相関関係を意味す
るＩＣＣ（ｉｎｔｅｒ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅｓ）、及び二つのチャネル
から三つのチャネルを生成するときに用いられる予測係数であるＣＰＣ（ｃｈａｎｎｅｌ
　ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓ）などを含むことができるが、これ
に限定されることはない。
【００１０】
　本明細書におけるオーディオ信号のデコーディングは、信号処理方法の一例である。ま
た、本発明は、他の種類の信号処理にも適用される。例えば、ビデオ信号の処理方法にも
適用される。本明細書の各実施例は、多様な種類のドメインで表現可能な多様な信号を含
むように修正される。前記ドメインは、時間、ＱＭＦ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｍｉｒｒ
ｏｒ　Ｆｉｌｔｅｒ）、ＭＤＣＴ（Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｄｉｓｃｒｅｅｔ　Ｃｏｓｉｎｅ
　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）、コンプレクシティなどを含むことができるが、これに限定され
ることはない。
【００１１】
　本発明の一実施例に係るオーディオ信号の処理方法は、ダウンミックス信号と空間情報
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とを結合して多チャネルオーディオ信号を生成する方法を提供することができる。この場
合、複数個のダウンミックス連結ドメイン（例えば、時間ドメイン、ＱＭＦ、ＭＤＣＴ）
が存在しうる。各ドメイン間の変換は、ダウンミックス信号の処理過程で時間遅延を発生
させるおそれがあるので、ダウンミックス信号と前記ダウンミックス信号に対応する空間
情報との間の時間同期差を補償する段階が必要となる。時間同期差を補償する段階は、前
記ダウンミックス信号及び前記空間情報のうち少なくとも一つを遅延させる段階を有する
ことができる。以下、図面に基づいて、二つの信号間の時間同期差及び／または各信号と
各パラメータとの間の時間同期差を補償するための多様な実施例を説明する。
【００１２】
　ここで、「装置」は、ハードウェアの実施例に限定して解釈されてはならない。本発明
の各実施例は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアまたはこれらの結合などに
用いられる。
【００１３】
　本発明の各実施例は、コンピュータ読取可能記録媒体の命令で行われる。プロセッサ（
例えば、コンピュータプロセッサ）によって行われるとき、コンピュータ読取可能記録媒
体は、プロセッサに本発明の多様な面を提供する各動作を行わせる。前記「コンピュータ
読取可能記録媒体」とは、実行のためにプロセッサに命令を与える媒体を意味する。例え
ば、前記媒体は、非揮発性媒体（例えば、光または磁気ディスク）、揮発性媒体（例えば
、メモリ）、伝送媒体などを含むが、これらには限られない。前記伝送媒体は、光ケーブ
ル、銅ケーブル、光繊維などを含むが、これらには限られない。また、前記伝送媒体は、
音波、光またはラジオ周波数ウェーブなどの形態にもなり得る。
【００１４】
　図１は、本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング装置を示したブロッ
ク図である。
【００１５】
　図１を参照すると、本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング装置は、
ダウンミックスデコーディング部１００及び多チャネルデコーディング部２００を含むこ
とができる。
【００１６】
　前記ダウンミックスデコーディング部１００は、ドメイン変換部１１０を含むことがで
きる。したがって、ダウンミックスデコーディング部１００は、ＱＭＦドメイン上で信号
処理されたダウンミックス信号ＸＱ１をそのまま多チャネルデコーディング部２００に伝
送することもできる。さらに、前記ダウンミックスデコーディング部１００は、ＱＭＦド
メイン上で信号処理されたダウンミックス信号ＸＱ１を変換部１１０を用いて時間ドメイ
ン上のダウンミックス信号ＸＴ１に変換し、このダウンミックス信号ＸＴ１を多チャネル
デコーディング部２００に伝送することもできる。オーディオ信号をＱＭＦドメインから
時間ドメインに変換する技術は、既に知られており、公開的に利用可能なオーディオ信号
処理標準（例えば、ＭＰＥＧ）で取り扱われてきた。
【００１７】
　多チャネルデコーディング部２００は、ダウンミックス信号ＸＴ１またはＸＱ１及び空
間情報ＳＩ１またはＳＩ２を用いて多チャネルオーディオ信号ＸＭ１を生成する。
【００１８】
　図２は、本発明の他の実施例に係るオーディオ信号のデコーディング装置を示したブロ
ック図である。
【００１９】
　図２を参照すると、本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング装置は、
ダウンミックスデコーディング部１００ａ、多チャネルデコーディング部２００ａ及びド
メイン変換部３００ａで構成される。
【００２０】
　図示したように、ダウンミックスデコーディング部１００ａは、ドメイン変換部１１０
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ａを備えている。したがって、ダウンミックスデコーディング部１００ａは、ＭＤＣＴド
メイン上で信号処理されたダウンミックス信号Ｘｍをそのまま出力することもでき、ＭＤ
ＣＴドメイン上で信号処理されたダウンミックス信号Ｘｍを変換部１１０ａを用いて時間
ドメイン上のダウンミックス信号ＸＴ２に変換し、このダウンミックス信号ＸＴ２を出力
することもできる。
【００２１】
　そして、タイムドメイン上のダウンミックス信号ＸＴ２は、多チャネルデコーディング
部２００ａに伝送され、ＭＤＣＴドメイン上のダウンミックス信号Ｘｍは、ドメイン変換
部３００ａを経てＱＭＦドメイン上のダウンミックス信号ＸＱ２に変換された後、多チャ
ネルデコーディング部２００ａに伝送される。
【００２２】
　そして、多チャネルデコーディング部２００ａは、伝送されたダウンミックス信号ＸＴ
２またはＸＱ２及び空間情報ＳＩ３またはＳＩ４を用いて多チャネルオーディオ信号ＸＭ
２を生成する。
【００２３】
　図３は、本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング装置を示したブロッ
ク図である。
【００２４】
　図３を参照すると、本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング装置は、
ダウンミックスデコーディング部１００ｂ、多チャネルデコーディング部２００ｂ、レジ
デュアルデコーディング部４００ｂ及びドメイン変換部５００ｂで構成される。
【００２５】
　前記ダウンミックスデコーディング部１００ｂは、ドメイン変換部１１０ｂを含むこと
ができる。前記ダウンミックスデコーディング部１００ｂは、ＱＭＦドメイン上で信号処
理されたダウンミックス信号ＸＱ３をそのまま多チャネルデコーディング部２００ｂに伝
送することもでき、ＱＭＦドメイン上で信号処理されたダウンミックス信号ＸＱ３を変換
部１１０ｂを用いて時間ドメイン上のダウンミックス信号ＸＴ３に変換し、このダウンミ
ックス信号ＸＴ３を多チャネルデコーディング部２００ｂに伝送することもできる。
【００２６】
　エンコーディングされたレジデュアル信号ＲＢは、レジデュアルデコーディング部４０
０ｂに入力されて信号処理される。信号処理されたレジデュアル信号ＲＭは、ＭＤＣＴド
メイン上の信号である。レジデュアル信号（例えば、予測誤差信号）は、通常、オーディ
オコーディングアプリケーションで用いられる。
【００２７】
　そして、ＭＤＣＴドメイン上のレジデュアル信号ＲＭは、ドメイン変換部５００ｂを経
てＱＭＦドメイン上のレジデュアル信号ＲＱに変換され、多チャネルデコーディング部２
００ｂに伝送される。
【００２８】
　一方、レジデュアルデコーディング部４００ｂで信号処理されて出力されるレジデュア
ル信号のドメインがレジデュアル連結ドメインであると、信号処理されたレジデュアル信
号は、ドメイン変換過程を経ずに多チャネルデコーディング部２００ｂに伝送される。
【００２９】
　また、図面によると、ドメイン変換部５００ｂは、ＭＤＣＴドメイン上のレジデュアル
信号ＲＭをＱＭＦドメイン上のダウンミックス信号ＲＱに変換するが、本発明は、これに
限定されるものでない。すなわち、ドメイン変換部５００ｂは、レジデュアルデコーディ
ング部４００ｂで出力されたレジデュアル信号ＲＭをレジデュアル連結ドメインのうち何
れか一つのドメイン上の信号に変換することができる。
【００３０】
　上述したように、複数個のダウンミックス連結ドメインが存在することから、ダウンミ
ックス信号と空間情報との間に時間同期差が発生しうるので、これを補償する必要がある
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。
【００３１】
　以下、これに対して一層具体的に説明する。
【００３２】
　本発明の一実施例に係るオーディオ信号の処理は、ダウンミックス信号及び空間情報が
含まれたエンコーディングされたオーディオ信号をデコーディングし、多チャネルオーデ
ィオ信号を生成する。
【００３３】
　前記ダウンミックス信号及び前記空間情報は、デコーディング時に互いに異なる処理過
程を経るので、互いに異なる時間遅延が発生する。したがって、前記ダウンミックス信号
及び前記空間情報は、エンコーディング時に時間同期が合わせられてエンコーディングさ
れる。
【００３４】
　この場合、前記ダウンミックス信号及び前記空間情報は、ダウンミックスデコーディン
グ部１００、１００ａまたは１００ｂで信号処理されたダウンミックス信号が多チャネル
デコーディング部２００、２００ａまたは２００ｂに伝送されるドメインを考慮して、前
記時間同期が合わせられる。
【００３５】
　一例として、ダウンミックスコーディング識別子は、エンコーディングされたオーディ
オ信号に含まれることができ、前記ダウンミックスコーディング識別子によって、前記ダ
ウンミックス信号と空間情報との間の時間同期が合わせられたドメインを把握することが
できる。この場合、前記ダウンミックスコーディング識別子は、ダウンミックス信号のデ
コーディング方式に対する情報を表す。
【００３６】
　例えば、ダウンミックスコーディング識別子がＡＡＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ
　Ｃｏｄｉｎｇ）というデコーディング方式に対する情報を意味する場合、エンコーディ
ングされたオーディオ信号は、エンコーディングされたダウンミックス信号がＡＡＣデコ
ーダでデコーディングされる場合を想定して設けたものである。そして、前記ダウンミッ
クスコーディング識別子によって、ダウンミックス信号と空間情報との間の時間同期が合
わせられたドメインを知ることもできる。
【００３７】
　本発明の一実施例に係るオーディオ信号処理方法によると、ダウンミックス信号は、時
間同期が合わせられたドメインと異なるドメイン上で処理され、多チャネルデコーディン
グ部２００、２００ａまたは２００ｂに伝送される。この場合、デコーディング部２００
、２００ａまたは２００ｂは、ダウンミックス信号と空間情報との間の時間同期差を補償
し、多チャネルオーディオ信号を生成することができる。
【００３８】
　以下、図１及び図４を参照して、ダウンミックス信号と空間情報との間の時間同期差を
補償する方法について説明する。
【００３９】
　図４は、図１に示した多チャネルデコーディング部で信号処理される方法を説明するた
めのブロック図である。
【００４０】
　図１及び図４を参照すると、本発明の一実施例に係るオーディオ信号の処理方法による
と、ダウンミックスデコーディング部１００で信号処理されたダウンミックス信号は、二
つのドメインのうち何れか一つのドメイン上で多チャネルデコーディング部２００に伝送
される。本実施例において、ダウンミックス信号と空間情報は、ＱＭＦドメイン上で時間
同期が合わせられたと仮定して説明するが、本発明は、これに限定されるものでなく、Ｑ
ＭＦドメインでない他のドメイン上でダウンミックス信号と空間情報との間の時間同期が
合わせられたオーディオ信号を処理することもできる。
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【００４１】
　以下、ＱＭＦドメイン上で信号処理されたダウンミックス信号ＸＱ１が多チャネルデコ
ーディング部２００に伝送されて信号処理される場合を説明する。伝送されたダウンミッ
クス信号ＸＱ１は、多チャネル生成部２３０で空間情報ＳＩ１と結合された後、多チャネ
ルオーディオ信号ＸＭ１を生成する。この場合、空間情報ＳＩ１は、エンコーディング時
に時間同期が合わせられた時間だけ遅延された後で結合される。前記遅延は、エンコーデ
ィング遅延でもある。また、空間情報ＳＩ１とダウンミックス信号ＸＱ１は、エンコーデ
ィング時に時間同期が合わせられているので、特別に同期を合せる処理過程なしに多チャ
ネルオーディオ信号を生成することができる。すなわち、前記空間情報ＳＩ１は、このよ
うな場合、デコーディング遅延によって遅延されない。
【００４２】
　以下、時間ドメイン上で信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ１が多チャネルデコー
ディング部２００に伝送されて信号処理される場合を説明する。
【００４３】
　ＱＭＦドメイン上のダウンミックス信号ＸＱ１は、ドメイン変換部１１０を経て時間ド
メイン上のダウンミックス信号ＸＴ１に変換される。時間ドメイン上のダウンミックス信
号ＸＴ１は、多チャネルデコーディング部２００に伝送される。
【００４４】
　図４を参照すると、伝送されたダウンミックス信号ＸＴ１は、ドメイン変換部２１０で
ＱＭＦドメイン上のダウンミックス信号Ｘｑ１に変換される。時間ドメイン上のダウンミ
ックス信号ＸＴ１が多チャネルデコーディング部２００に伝送されるとき、ダウンミック
ス信号Ｘｑ１または空間情報ＳＩ２のうち少なくとも一つは、時間遅延補償の遂行後に多
チャネル生成部２３０に伝送されるべきである。そして、多チャネル生成部２３０は、伝
送されたダウンミックス信号Ｘｑ１’と空間情報ＳＩ２’とを結合して多チャネルオーデ
ィオ信号ＸＭ１を生成することができる。
【００４５】
　一方、ダウンミックス信号Ｘｑ１または空間情報ＳＩ２のうち少なくとも一つに時間遅
延補償が行われるべき理由は、エンコーディング時に空間情報とダウンミックス信号との
間の時間同期がＱＭＦドメインで合わせられたためである。したがって、ドメインが変換
されたダウンミックス信号Ｘｑ１は、信号遅延処理部２２０でずれた時間同期差だけ補償
された後、多チャネル生成部２３０に入力される。
【００４６】
　前記時間同期差を補償する方法は、ダウンミックス信号Ｘｑ１を時間同期差だけリーデ
ィングさせることである。ここで、時間同期差は、ダウンミックスデコーディング部１０
０のドメイン変換部１１０で発生した遅延時間と、多チャネルデコーディング部２００の
ドメイン変換部２１０で発生した遅延時間との合計になり得る。
【００４７】
　また、空間情報ＳＩ２の時間遅延を補償することで、上述した時間同期差を補償するこ
とができる。これによって、空間情報ＳＩ２は、上述した時間同期差だけ空間情報遅延処
理部２４０でラギングされた後、多チャネル生成部２３０に伝送される。
【００４８】
　しかしながら、実際に遅延される空間情報の遅延値は、ずれた時間同期差と、既に時間
同期が合わせられた時間遅延との合計になる。すなわち、前記遅延された空間情報は、エ
ンコーディング遅延及びデコーディング遅延によって遅延されたものである。これは、ダ
ウンミックスデコーディング部１００で発生するダウンミックス信号と空間情報との間の
時間同期差と、多チャネルデコーディング部２００で発生する時間同期差との合計でもあ
る。実際に遅延される空間情報ＳＩ２の遅延値は、フィルター（例えば、ＱＭＦ、ハイブ
リッドフィルターバンク）の性能及び遅延を考慮して決定される。
【００４９】
　例えば、フィルターの性能及び遅延を考慮した空間情報遅延値は、９６１タイムサンプ
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ルになり得る。前記空間情報の遅延値を分析してみると、ダウンミックスデコーディング
部１００で発生した時間同期差が２５７タイムサンプルで、多チャネルデコーディング部
２００で発生した時間同期差が７０４タイムサンプルである。上述した遅延値は、タイム
サンプル単位で表現したが、タイムサンプルの他にタイムスロット単位で表現することも
可能である。
【００５０】
　図５は、図２に示した多チャネルデコーディング部で信号処理される方法を説明するた
めのブロック図である。以下、図２及び図５を参照して説明する。
【００５１】
　図示したように、本発明の一実施例に係るオーディオ信号の処理方法によると、ダウン
ミックスデコーディング部１００ａで信号処理されたダウンミックス信号は、二つのドメ
インのうち何れか一つのドメイン上で多チャネルデコーディング部２００ａに伝送される
。本実施例において、ダウンミックス信号と空間情報は、時間ドメイン上で時間同期が合
わせられたと仮定して説明するが、本発明は、これに限定されるものでなく、時間ドメイ
ンでない他のドメイン上でダウンミックス信号と空間情報が合わせられたオーディオ信号
を処理することもできる。
【００５２】
　以下、時間ドメイン上で信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ２が多チャネルデコー
ディング部２００ａに伝送されて信号処理される場合を説明する。ＭＤＣＴドメイン上の
ダウンミックス信号Ｘｍは、ドメイン変換部１１０ａを経て時間ドメイン上のダウンミッ
クス信号ＸＴ２に変換される。変換されたダウンミックス信号ＸＴ２は、多チャネルデコ
ーディング部２００ａに伝送される。伝送されたダウンミックス信号ＸＴ２は、ドメイン
変換部２１０ａを経てＱＭＦドメイン上のダウンミックス信号Ｘｑ２に変換されて多チャ
ネル生成部２３０ａに伝送される。伝送されたダウンミックス信号Ｘｑ２は、多チャネル
生成部２３０ａで空間情報ＳＩ３と結合された後、多チャネルオーディオ信号ＸＭ２を生
成する。
【００５３】
　この場合、空間情報ＳＩ３は、エンコーディング時に時間同期が合わせられた時間だけ
遅延された後、ダウンミックス信号Ｘｑ２と結合される。また、空間情報ＳＩ３とダウン
ミックス信号Ｘｑ２は、エンコーディング時に時間同期が合わせられているので、特別に
同期を合せる処理過程なしに多チャネルオーディオ信号を生成することができる。すなわ
ち、ここで、前記空間情報ＳＩ３は、デコーディング遅延によって遅延されたものでない
。
【００５４】
　以下、ＱＭＦドメイン上で信号処理されたダウンミックス信号ＸＱ２が多チャネルデコ
ーディング部２００ａに伝送されて信号処理される場合を説明する。
【００５５】
　ＭＤＣＴドメイン上で信号処理されたダウンミックス信号Ｘｍは、ダウンミックスデコ
ーディング部１００ａから出力される。出力されたダウンミックス信号Ｘｍは、ドメイン
変換部３００ａを経てＱＭＦドメイン上のダウンミックス信号ＸＱ２に変換される。変換
されたダウンミックス信号ＸＱ２は、多チャネルデコーディング部２００ａに伝送される
。
【００５６】
　ＱＭＦドメイン上のダウンミックス信号ＸＱが多チャネルデコーディング部２００ａに
伝送されるとき、ダウンミックス信号ＸＱ２または空間情報ＳＩ４のうち少なくとも一つ
は、時間遅延補償の遂行後に多チャネル生成部２３０ａに伝送されるべきである。そして
、多チャネル生成部２３０ａは、伝送されたダウンミックス信号ＸＱ２’と空間情報ＳＩ
４’とを結合して多チャネルオーディオ信号ＸＭ２を生成することができる。
【００５７】
　一方、ダウンミックス信号ＸＱ２または空間情報ＳＩ４のうち少なくとも一つに時間遅



(11) JP 2009-512899 A 2009.3.26

10

20

30

40

50

延補償が行われるべき理由は、エンコーディング時に空間情報とダウンミックス信号との
間の時間同期が時間ドメインで合わせられたためである。したがって、ドメインが変換さ
れたダウンミックス信号ＸＱ２は、信号遅延処理部２２０ａでずれた時間同期差だけ補償
された後、多チャネル生成部２３０ａに入力される。
【００５８】
　前記時間同期差を補償する方法は、ダウンミックス信号ＸＱ２を時間同期差だけラギン
グさせることである。ここで、時間同期差は、ダウンミックスデコーディング部１００の
ドメイン変換部１１０ａで発生した遅延時間と多チャネルデコーディング部２００ａのド
メイン変換部２１０ａで発生した遅延時間との合計と、ドメイン変換部３００ａで発生し
た遅延時間との差をいう。
【００５９】
　また、空間情報ＳＩ４の時間遅延を補償することで、上述した時間同期差を補償するこ
とができる。これによって、空間情報ＳＩ４は、上述した時間同期差だけ空間情報遅延処
理部２４０ａでリーディングされた後、多チャネル生成部２３０ａに伝送される。しかし
、実際に遅延される空間情報の遅延値は、ずれた時間同期差と、既に時間同期が合わせら
れた時間遅延との合計になる。すなわち、前記遅延された空間情報ＳＩ４’は、エンコー
ディング遅延及びデコーディング遅延によって遅延されたものである。
【００６０】
　一方、本発明の一実施例に係るオーディオ信号の処理方法は、デコーディング方式が異
なることから発生する遅延時間を補償し、オーディオ信号を処理する方法を含む。以下、
これに対して具体的に説明する。
【００６１】
　本発明の一実施例に係るオーディオ信号の処理方法は、エンコーディング時に特定のデ
コーディング方式を想定してダウンミックス信号と空間情報との間の時間同期が合わせら
れたオーディオ信号をエンコーディングし、このエンコーディングされたオーディオ信号
をデコーディングする。デコーディング方式の例としては、音質に基づいたデコーディン
グ方式及び電力に基づいたデコーディング方式がある。音質に基づいたデコーディング方
式の例としては、高音質バージョンがあり、電力に基づいたデコーディング方式の例とし
ては、低電力バージョンがある。高音質バージョンとは、低電力バージョンと比較して相
対的に精練された音質の多チャネルオーディオ信号を出力するデコーディング方式をいい
、低電力バージョンとは、相対的に高音質バージョンより低下した音質を有するが、高音
質バージョンに比べて構成が複雑でなく、電力消耗が相対的に少ないデコーディング方式
をいう。
【００６２】
　以下、デコーディング方式を高音質バージョンと低電力バージョンを例に挙げて説明す
るが、本発明は、これに限定されるものでなく、より多様なデコーディング方式が存在し
うる。
【００６３】
　図６は、本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング方法を説明するため
のブロック図である。
【００６４】
　図６を参照すると、本発明に係るデコーディング装置は、ダウンミックスデコーディン
グ部１００ｃ及び多チャネルデコーディング部２００ｃを含むことができる。
【００６５】
　図示したように、ダウンミックスデコーディング部１００ｃで信号処理されたダウンミ
ックス信号ＸＴ４は、多チャネルデコーディング部２００ｃに伝送され、空間情報ＳＩ７
またはＳＩ８と結合されて多チャネルオーディオ信号Ｍ１またはＭ２を生成する。信号処
理されたダウンミックス信号ＸＴ４は、時間ドメイン上の信号である。
【００６６】
　符号化されたダウンミックス信号ＤＢがダウンミックスデコーディング部１００ｃに伝



(12) JP 2009-512899 A 2009.3.26

10

20

30

40

50

送されて信号処理され、信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ４は、多チャネルデコー
ディング部２００ｃに伝送され、二つのデコーディングバージョン（高音質バージョンま
たは低電力バージョン）のうち何れか一つによって多チャネルオーディオ信号を生成する
。
【００６７】
　信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ４が低電力バージョンでデコーディングされる
場合、ダウンミックス信号ＸＴ４は、Ｐ２経路に沿って伝送されてデコーディングされる
。信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ４は、ドメイン変換部２４０ｃを経てリアルＱ
ＭＦドメイン上の信号ＸＲＱに変換される。
【００６８】
　そして、変換されたダウンミックス信号ＸＲＱは、ドメイン変換部２５０ｃを経てコン
プレックスＱＭＦドメイン上の信号ＸＣＱ２に変換される。コンプレックスＱＭＦドメイ
ン上の信号ＸＣＱ２は、多チャネル生成部２６０ｃで空間情報ＳＩ８と結合された後、多
チャネルオーディオ信号Ｍ２を生成する。
【００６９】
　以上のように、ダウンミックス信号ＸＴ４を低電力デコーディングバージョンでデコー
ディングするとき、別途の遅延処理手順が必要でない。その理由は、オーディオ信号のエ
ンコーディング時に、既に低電力バージョンでダウンミックス信号と空間情報との間の時
間同期が合わせられてエンコーディングされたためである。すなわち、前記ダウンミック
ス信号ＸＲＱは、デコーディング遅延によって遅延されていない。
【００７０】
　一方、信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ４が高音質バージョンでデコーディング
される場合、ダウンミックス信号ＸＴ４は、Ｐ１経路に沿って伝送されてデコーディング
される。信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ４は、ドメイン変換部２１０ｃを経てコ
ンプレックスＱＭＦドメイン上の信号ＸＣＱ１に変換される。そして、変換されたダウン
ミックス信号ＸＣＱ１は、信号遅延処理部２２０ｃでダウンミックス信号ＸＣＱ１と空間
情報ＳＩ７との間の時間同期差だけ遅延される。そして、遅延されたダウンミックス信号
ＸＣＱ’は、多チャネル生成部２３０ｃで空間情報ＳＩ７と結合された後、多チャネルオ
ーディオ信号Ｍ１を生成する。
【００７１】
　上記のように、ダウンミックス信号ＸＣＱ１が信号遅延処理部２２０ｃを経る理由は、
低電力バージョンが使用されると仮定してオーディオ信号がエンコーディングされること
で、ダウンミックス信号ＸＣＱ１と空間情報ＳＩ７との間に時間同期差が発生するためで
ある。
【００７２】
　時間同期差は、使用されるデコーディング方式による時間遅延差を意味する。例えば、
時間遅延差は、低電力バージョンのデコーディング方式と高音質バージョンのデコーディ
ング方式との差のために発生しうる。前記時間遅延差は、ダウンミックス信号と空間情報
信号とが結合される時点まで考慮される。その理由は、前記ダウンミックス信号と前記空
間情報信号とが結合される時点まで、前記ダウンミックス信号と前記空間情報信号とを同
期化させる必要がない場合もあるためである。
【００７３】
　低電力バージョンでデコーディングを行う場合にダウンミックス信号ＸＣＱ２と空間情
報ＳＩ８とが結合される時点までに発生する遅延時間と、高音質バージョンでデコーディ
ングを行う場合にダウンミックス信号ＸＣＱ１’と空間情報ＳＩ７とが結合される時点ま
でに発生する遅延時間とが同一になるように、前記時間同期差が決定される。時間遅延の
単位としては、タイムサンプルを使用することもでき、タイムスロットを使用することも
できる。
【００７４】
　一方、ドメイン変換部２１０ｃで発生する遅延時間と、ドメイン変換部２４０ｃで発生
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する遅延時間とが同一である場合、信号遅延処理部２２０ｃは、ドメイン変換部２５０ｃ
で発生する遅延時間だけダウンミックス信号ＸＣＱ１を遅延させればよい。
【００７５】
　図面に示した実施例では、２個のデコーディング方式が多チャネルデコーディング部２
００ｃに存在する場合を例に挙げて説明したが、本発明では、多チャネルデコーディング
部内に一つのデコーディング方式のみが存在することもある。
【００７６】
　また、上述した実施例では、低電力バージョンでダウンミックス信号と空間情報との間
の時間同期が合わせられた場合を例に挙げて説明したが、本発明は、高音質バージョンで
ダウンミックス信号と空間情報との間の時間同期が合わせられた場合も含む。この場合、
低電力バージョンで時間同期が合わせられた場合と反対にダウンミックス信号をリーディ
ングさせればよい。
【００７７】
　図７は、本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング方法を説明するため
のブロック図である。
【００７８】
　図７を参照すると、本発明に係るデコーディング装置は、ダウンミックスデコーディン
グ部１００ｄ及び多チャネルデコーディング部２００ｄで構成される。
【００７９】
　ダウンミックスデコーディング部１００ｄで信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ４
は、多チャネルデコーディング部２００ｄに伝送され、空間情報ＳＩ７’またはＳＩ８と
結合されて多チャネルオーディオ信号Ｍ３またはＭ２を生成する。信号処理されたダウン
ミックス信号ＸＴ４は、時間ドメイン上の信号である。
【００８０】
　符号化されたダウンミックス信号ＤＢがダウンミックスデコーディング部１００ｄに伝
送されて信号処理され、信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ４は、多チャネルデコー
ディング部２００ｄに伝送され、二つのデコーディング方式（高音質方式または低電力方
式）のうち何れか一つによって多チャネルオーディオ信号を生成する。
【００８１】
　信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ４が低電力方式でデコーディングされる場合、
ダウンミックス信号ＸＴ４は、Ｐ４経路に沿って伝送されてデコーディングされる。信号
処理されたダウンミックス信号ＸＴ４は、ドメイン変換部２４０ｄを経てリアルＱＭＦド
メイン上の信号ＸＲＱに変換される。そして、変換されたダウンミックス信号ＸＲＱは、
ドメイン変換部２５０ｄを経てコンプレックスＱＭＦドメイン上の信号ＸＣＱ２に変換さ
れる。前記ダウンミックス信号ＸＲＱの前記ダウンミックス信号ＸＣＱ２への変換は、コ
ンプレックスドメイン変換の例として見なすことができる。
【００８２】
　コンプレックスＱＭＦドメイン上の信号ＸＣＱ２は、多チャネル生成部２６０ｄで空間
情報ＳＩ８と結合された後、多チャネルオーディオ信号Ｍ２を生成する。
【００８３】
　以上のように、ダウンミックス信号ＸＴ４を低電力デコーディング方式でデコーディン
グするとき、別途の遅延処理手順が必要でない。その理由は、オーディオ信号のエンコー
ディング時に、既に低電力方式でダウンミックス信号と空間情報との間の時間同期が合わ
せられてエンコーディングされたためである。すなわち、前記空間情報ＳＩ８は、デコー
ディング遅延によって遅延されていない。
【００８４】
　一方、信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ４が高音質方式でデコーディングされる
場合、ダウンミックス信号ＸＴ４は、Ｐ３経路に沿って伝送されてデコーディングされる
。信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ４は、ドメイン変換部２１０ｄを経てコンプレ
ックスＱＭＦドメイン上の信号ＸＣＱ１に変換される。
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【００８５】
　そして、変換されたダウンミックス信号ＸＣＱ１は、多チャネル生成部２３０ｄに伝送
されて空間情報ＳＩ７’と結合された後、多チャネルオーディオ信号Ｍ３を生成する。空
間情報ＳＩ７’は、空間情報ＳＩ７が空間情報遅延処理部２２０ｄを経ることで時間遅延
が補償された空間情報である。
【００８６】
　上記のように、空間情報ＳＩ７が空間情報遅延処理部２２０ｄを経る理由は、低電力デ
コーディング方式が使用されると仮定してオーディオ信号がエンコーディングされること
で、ダウンミックス信号ＸＣＱ１と空間情報ＳＩ７との間に時間同期差が発生するためで
ある。
【００８７】
　時間同期差は、使用されるデコーディング方式による時間遅延差を意味する。例えば、
時間遅延差は、低電力バージョンのデコーディング方式と高音質バージョンのデコーディ
ング方式との差のために発生しうる。前記時間遅延差は、ダウンミックス信号と空間情報
信号とが結合される時点まで考慮される。その理由は、前記ダウンミックス信号と前記空
間情報信号とが結合される時点まで、前記ダウンミックス信号と前記空間情報信号とを同
期化させる必要がない場合もあるためである。
【００８８】
　低電力バージョンでデコーディングを行う場合にダウンミックス信号ＸＣＱ２と空間情
報ＳＩ８とが結合される時点までに発生する遅延時間と、高音質バージョンでデコーディ
ングを行う場合にダウンミックス信号ＸＣＱ’と空間情報ＳＩ７’とが結合される時点ま
でに発生する遅延時間とが同一になるように、前記時間同期差が決定される。時間遅延の
単位としては、タイムサンプルを使用することもでき、タイムスロットを使用することも
できる。
【００８９】
　一方、ドメイン変換部２１０ｄで発生する遅延時間と、ドメイン変換部２４０ｄで発生
する遅延時間とが同一である場合、空間情報遅延処理部２２０ｄは、ドメイン変換部２５
０ｄで発生する遅延時間だけ空間情報ＳＩ７をリーディングさせればよい。
【００９０】
　図面に示した実施例では、２個のデコーディング方式が多チャネルデコーディング部２
００ｄに存在する場合を例に挙げて説明したが、本発明では、多チャネルデコーディング
部内に一つのデコーディング方式のみが存在することもある。
【００９１】
　また、上述した実施例では、低電力バージョンでダウンミックス信号と空間情報との間
の時間同期が合わせられた場合を例に挙げて説明したが、本発明は、高音質バージョンで
ダウンミックス信号と空間情報との間の時間同期が合わせられた場合も含む。この場合、
低電力バージョンで時間同期が合わせられた場合と反対に空間情報をラギングさせればよ
い。
【００９２】
　また、図６乃至図７に示すように、多チャネルデコーディング部２００ｃまたは２００
ｄ内に信号遅延処理部２２０ｃまたは空間情報遅延処理部２２０ｄのうちの一つのみがあ
る場合を例に挙げて説明したが、本発明は、多チャネルデコーディング部内に空間情報遅
延処理部と信号遅延処理部とが同時にある場合も含む。この場合、空間情報遅延処理部２
２０ｄで遅延補償する時間と信号遅延処理部２２０ｃで遅延補償する時間との合計は、時
間同期差と同一でなければならない。
【００９３】
　以上、複数個のダウンミックス連結ドメインが存在することから発生する時間同期差補
償方法と、複数個のデコーディング方式が存在することから発生する時間同期差補償方法
に対して説明した。
【００９４】
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　以下では、複数個のダウンミックス連結ドメインが存在するとともに、複数個のデコー
ディング方式が存在することから発生する時間同期差補償方法について説明する。
【００９５】
　図８は、本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング方法を説明するため
のブロック図である。
【００９６】
　図８を参照すると、本発明に係るデコーディング装置は、ダウンミックスデコーディン
グ部１００ｅ及び多チャネルデコーディング部２００ｅを含むことができる。
【００９７】
　図示したように、本発明の一実施例に係るオーディオ信号の処理方法によると、ダウン
ミックスデコーディング部１００ｅで信号処理されたダウンミックス信号は、二つのドメ
インのうち何れか一つのドメイン上で多チャネルデコーディング部２００ｅに伝送される
。本実施例において、ダウンミックス信号と空間情報は、ＱＭＦドメイン上で低電力バー
ジョンに基づいて時間同期が合わせられたと仮定して説明するが、本発明は、これに限定
されるものでなく、多様な変形が可能である。
【００９８】
　まず、ＱＭＦドメイン上で処理されたダウンミックス信号ＸＱ５が多チャネルデコーデ
ィング部２００ｅに伝送されて信号処理される方法を説明する。この場合、前記ダウンミ
ックス信号ＸＱ５は、コンプレックスＱＭＦ信号ＸＣＱ５及び実際のＱＭＦ信号ＸＲＱ５
のうち何れか一つである。前記コンプレックスＱＭＦ信号ＸＣＱ５は、ダウンミックスデ
コーディング部１００ｅで高音質デコーディング方式によって処理された信号である。そ
して、前記実際のＱＭＦ信号ＸＲＱ５は、ダウンミックスデコーディング部１００ｅで低
電力デコーディング方式によって処理された信号である。
【００９９】
　本発明の実施例において、前記ダウンミックスデコーディング部１００ｅで高音質デコ
ーディング方式によって処理された信号は、高音質デコーディング方式の多チャネルデコ
ーディング部２００ｅと連結されており、前記ダウンミックスデコーディング部１００ｅ
で低電力デコーディング方式によって処理された信号は、低電力デコーディング方式の多
チャネルデコーディング部２００ｅと連結されていると仮定する。
【０１００】
　図示したように、信号処理されたダウンミックス信号ＸＱ５が低電力バージョンでデコ
ーディングされる場合、ダウンミックス信号ＸＱ５は、Ｐ６経路に沿って伝送されてデコ
ーディングされる。ここで、前記ダウンミックス信号ＸＱ５は、実際のＱＭＦドメインの
ダウンミックス信号ＸＲＱ５である。
【０１０１】
　前記ダウンミックス信号ＸＲＱ５は、多チャネル生成部２３１ｅで空間情報ＳＩ１０と
結合された後、多チャネルオーディオ信号Ｍ５を生成する。
【０１０２】
　以上のように、ダウンミックス信号ＸＱ５を低電力デコーディングバージョンでデコー
ディングするとき、別途の遅延処理手順が必要でない。その理由は、オーディオ信号のエ
ンコーディング時に、既に低電力バージョンでダウンミックス信号と空間情報との間の時
間同期が合わせられてエンコーディングされたためである。
【０１０３】
　一方、信号処理されたダウンミックス信号ＸＱ５が高音質バージョンでデコーディング
される場合、ダウンミックス信号ＸＱ５は、Ｐ５経路に沿って伝送されてデコーディング
される。ここで、前記ダウンミックス信号ＸＱ５は、コンプレックスＱＭＦドメインのダ
ウンミックス信号ＸＣＱ５である。前記ダウンミックス信号ＸＣＱ５は、多チャネル生成
部２３０ｅで空間情報ＳＩ９と結合された後、多チャネルオーディオ信号Ｍ４を生成する
。
【０１０４】
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　以下、時間ドメイン上で処理されたダウンミックス信号ＸＴ５が多チャネルデコーディ
ング部２００ｅに伝送されて信号処理される方法を説明する。
【０１０５】
　ダウンミックスデコーディング部１００ｅで信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ５
は、多チャネルデコーディング部２００ｅに伝送され、空間情報ＳＩ１１またはＳＩ１２
と結合されて多チャネルオーディオ信号Ｍ６またはＭ７を生成する。
【０１０６】
　ダウンミックス信号ＸＴ５は、多チャネルデコーディング部２００ｅに伝送され、二つ
のデコーディング方式（高音質デコーディング方式または低電力デコーディング方式）の
うち何れか一つによって多チャネルオーディオ信号を生成する。
【０１０７】
　信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ５が低電力デコーディング方式でデコーディン
グされる場合、ダウンミックス信号ＸＴ５は、Ｐ８経路に沿って伝送されてデコーディン
グされる。信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ５は、ドメイン変換部２４１ｅを経て
リアルＱＭＦドメイン上の信号ＸＲに変換される。
【０１０８】
　そして、変換されたダウンミックス信号ＸＲは、ドメイン変換部２５０ｅを経てコンプ
レックスＱＭＦドメイン上の信号ＸＣ２に変換される。前記ダウンミックス信号ＸＲの前
記信号ＸＣ２への変換は、コンプレクシティドメイン変換の一例である。
【０１０９】
　コンプレックスＱＭＦドメイン上の信号ＸＣ２は、多チャネル生成部２３３ｅで空間情
報ＳＩ１２’と結合された後、多チャネルオーディオ信号Ｍ７を生成する。
【０１１０】
　空間情報ＳＩ１２’は、空間情報ＳＩ１２が空間情報遅延処理部２４０ｅを経ることで
時間遅延が補償された空間情報である。
【０１１１】
　上記のように、空間情報ＳＩ１２が空間情報遅延処理部２４０ｅを経る理由は、低電力
デコーディング方式でダウンミックス信号と空間情報との間の時間同期が合わせられたド
メインをＱＭＦドメインであると仮定して、オーディオ信号がエンコーディングされるこ
とで、ダウンミックス信号ＸＣ２と空間情報ＳＩ１２との間に時間同期差が発生するため
である。ここで、前記遅延された空間情報ＳＩ１２’は、エンコーディング遅延及びデコ
ーディング遅延によって遅延されたものである。
【０１１２】
　一方、信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ５が高音質デコーディング方式でデコー
ディングされる場合、ダウンミックス信号ＸＴ５は、Ｐ７経路に沿って伝送されてデコー
ディングされる。信号処理されたダウンミックス信号ＸＴ５は、ドメイン変換部２４０ｅ
を経てコンプレックスＱＭＦドメイン上の信号ＸＣ１に変換される。
【０１１３】
　そして、変換されたダウンミックス信号ＸＣ１と前記空間情報ＳＩ１１は、それぞれ信
号遅延処理部２５０ｅと空間情報遅延処理部２６０ｅでダウンミックス信号ＸＣ１と空間
情報ＳＩ１１との間の時間同期差だけ時間遅延が補償される。
【０１１４】
　そして、時間遅延が補償されたダウンミックス信号ＸＣ１’は、多チャネル生成部２３
２ｅで空間情報ＳＩ１１と結合された後、多チャネルオーディオ信号Ｍ６を生成する。
【０１１５】
　したがって、ダウンミックス信号ＸＣ１は信号遅延処理部２５０ｅを通過し、空間情報
ＳＩ１１は空間情報遅延処理部２６０ｅを通過する。その理由は、低電力デコーディング
方式でダウンミックス信号と空間情報との間の時間同期が合わせられたドメインをＱＭＦ
ドメインであると仮定して、オーディオ信号がエンコーディングされることで、ダウンミ
ックス信号ＸＣ２と空間情報ＳＩ１２との間に時間同期差が発生するためである。
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【０１１６】
　図９は、本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング方法を説明するため
のブロック図である。
【０１１７】
　図９を参照すると、本発明に係るデコーディング装置は、ダウンミックスデコーディン
グ部１００ｆ及び多チャネルデコーディング部２００ｆを含むことができる。
【０１１８】
　エンコーディングされたダウンミックス信号ＤＢ１は、ダウンミックスデコーディング
部１００ｆに伝送されて処理される。前記ダウンミックス信号ＤＢ１は、二つのダウンミ
ックスデコーディング方式を考慮してエンコーディングされた信号である。前記二つのダ
ウンミックスデコーディング方式は、第１デコーディング方式及び第２デコーディング方
式を含むことができる。前記ダウンミックス信号ＤＢ１は、ダウンミックスデコーディン
グ部１００ｆで一つのダウンミックスデコーディング方式によって処理される。前記一つ
のダウンミックスデコーディング方式は、前記第１デコーディング方式である。
【０１１９】
　前記処理されたダウンミックス信号ＸＴ６は、多チャネルオーディオ信号Ｍｆを生成す
るために多チャネルデコーディング部２００ｆに伝送される。
【０１２０】
　前記処理されたダウンミックス信号ＸＴ６’は、信号処理部２１０ｆでデコーディング
遅延によって遅延される。前記ダウンミックス信号ＸＴ６’が遅延される理由は、エンコ
ーディングで考慮されたダウンミックスデコーディング方式が、デコーディングで使用さ
れたデコーディング方式と異なるためである。したがって、前記環境によって、前記ダウ
ンミックス信号ＸＴ６’をアップサンプリングする必要がある。
【０１２１】
　前記遅延されたダウンミックス信号ＸＴ６’は、アップサンプリング部２２０ｆでアッ
プサンプルされる。前記ダウンミックス信号ＸＴ６’がアップサンプルされる理由は、前
記ダウンミックス信号ＸＴ６’のサンプル数が前記空間情報ＳＩ１３のサンプル数と異な
るためである。
【０１２２】
　前記ダウンミックス信号ＸＴ６の遅延処理と前記ダウンミックス信号ＸＴ６’のアップ
サンプリング処理の順序は、互いに変わり得る。
【０１２３】
　前記アップサンプルされたダウンミックス信号ＵＸＴ６のドメインは、ドメイン処理部
２３０ｆで変換される。前記ダウンミックス信号ＵＸＴ６のドメイン変換は、周波数／時
間ドメイン変換及びコンプレクシティドメイン変換を含むことができる。
【０１２４】
　そして、前記ドメインが変換されたダウンミックス信号ＵＸＴ６は、多チャネル生成部
２６０ｄで空間情報ＳＩ１３と結合され、多チャネルオーディオ信号Ｍｆを生成する。
【０１２５】
　以上、ダウンミックス信号と空間情報との間に時間同期差が発生した場合、これを補償
する方法に関して説明した。
【０１２６】
　以下では、上述した多様な方法によって生成された多チャネルオーディオ信号と時系列
データとの間に時間同期差が発生した場合、これを補償する方法に対して説明する。
【０１２７】
　図１０は、本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング装置を示したブロ
ック図である。図１０を参照すると、本発明の一実施例に係るオーディオデコーディング
装置は、時系列データデコーディング部１０及び多チャネルオーディオ信号の処理部２０
を含むことができる。
【０１２８】



(18) JP 2009-512899 A 2009.3.26

10

20

30

40

50

　図示したように、多チャネルオーディオ信号処理装置２０は、ダウンミックスデコーデ
ィング部２１、多チャネルデコーディング部２２及び時間遅延補償部２３を含むことがで
きる。
【０１２９】
　まず、符号化されたダウンミックス信号の一例であるダウンミックスビットストリーム
ＩＮ２は、ダウンミックスデコーディング部２１に印加されてデコーディングされる。こ
こで、ダウンミックスビットストリームＩＮ２は、二つのドメイン上でデコーディングさ
れて出力される。出力されるドメインは、時間ドメイン及びＱＭＦドメインである。参照
番号５０は、時間ドメインでデコーディングされて出力されるダウンミックス信号で、参
照番号５１は、ＱＭＦドメインでデコーディングされて出力されるダウンミックス信号で
ある。本実施例では、二つの場合のドメインのみについて言及したが、本発明は、これに
限定されるものでなく、それ以上のドメインでデコーディングされて出力されるダウンミ
ックス信号も含む。
【０１３０】
　また、上記のような方法でデコーディングされたダウンミックス信号５０、５１は、多
チャネルデコーディング部２２に伝送され、二つのデコーディング方式２２Ｈ、２２Ｌで
デコーディングされる。参照番号２２Ｈは高音質デコーディング方式で、参照番号２２Ｌ
は低電力デコーディング方式である。
【０１３１】
　本発明の一実施例では、二つのデコーディング方式のみについて言及しているが、本発
明は、これに限定されるものでなく、より多様なデコーディング方式から選択することも
可能である。
【０１３２】
　まず、時間ドメイン上でデコーディングされて出力されるダウンミックス信号５０は、
二つの経路Ｐ９、Ｐ１０を選択してデコーディングされるが、Ｐ９は高音質バージョン２
２Ｈでデコーディングされる経路で、Ｐ１０は低電力バージョン２２Ｌでデコーディング
される経路である。
【０１３３】
　したがって、Ｐ９経路に沿って伝送されたダウンミックス信号５０は、高音質バージョ
ン２２Ｈによって空間情報ＳＩと結合された後、多チャネルオーディオ信号ＭＨＴを生成
する。Ｐ４経路に沿って伝送されたダウンミックス信号５０は、低電力バージョン２２Ｌ
によって空間情報ＳＩと結合された後、多チャネルオーディオ信号ＭＬＴを生成する。
【０１３４】
　また、ＱＭＦドメイン上でデコーディングされて出力されたダウンミックス信号５１は
、二つの経路Ｐ１１、Ｐ１２を選択してデコーディングされるが、Ｐ１１は高音質バージ
ョン２２Ｈでデコーディングされる経路で、Ｐ１２は低電力バージョン２２Ｌでデコーデ
ィングされる経路である。
【０１３５】
　したがって、Ｐ１１経路に沿って伝送されたダウンミックス信号５１は、高音質バージ
ョン２２Ｈによって空間情報ＳＩと結合された後、多チャネルオーディオ信号ＭＨＱを生
成する。Ｐ１２経路に沿って伝送されたダウンミックス信号５１は、低電力バージョン２
２Ｌによって空間情報ＳＩと結合された後、多チャネルオーディオ信号ＭＬＱを生成する
。
【０１３６】
　上述した方法によって生成された多チャネルオーディオ信号ＭＨＴ、ＭＨＱ、ＭＬＴ、
ＭＬＱのうち少なくとも一つは、時間遅延補償部２３で時間遅延補償過程を経た後で出力
される（ＯＵＴ２、ＯＵＴ３、ＯＵＴ４、ＯＵＴ５）。
【０１３７】
　本実施例において、時間遅延補償過程とは、例えば、時系列デコーディング部１０でデ
コーディングされて出力される時系列データＯＵＴ１と、上述した多チャネルオーディオ
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オーディオ信号ＭＨＱ、ＭＬＴ、ＭＬＱを多チャネルオーディオ信号ＭＨＴと比較し、時
間遅延の発生を防止することを意味する。もちろん、時系列データＯＵＴ１と、上述した
多チャネルオーディオ信号ＭＨＴ以外の他の多チャネルオーディオ信号ＭＨＱ、ＭＬＴ、
ＭＬＱのうち何れか一つとの間の時間同期が合せられたとき、時間同期がずれた残りの他
の多チャネルオーディオ信号の時間遅延を補償し、時系列データＯＵＴ１との時間同期を
合せることも含まれる。
【０１３８】
　一方、時系列データＯＵＴ１と多チャネルオーディオ信号ＭＨＴ、ＭＨＱ、ＭＬＴ、Ｍ
ＬＱが一緒に処理されない場合にも、時間遅延補償過程を行うことができる。例えば、多
チャネルオーディオ信号ＭＨＴの時間遅延を補償し、多チャネルオーディオ信号ＭＬＴと
比較した結果を用いて時間遅延の発生を防止する。もちろん、その他の形態にも多様化さ
れる。
【０１３９】
　本発明は、上述した実施例に限定されるものでなく、添付された特許請求の範囲から分
かるように、本発明の属する分野で通常の知識を有する者によって変形が可能であり、こ
のような変形は本発明の範囲に属する。
【産業上の利用可能性】
【０１４０】
　本発明に係るオーディオ信号の処理方法は、ダウンミックス信号と空間情報との間に時
間同期差が発生した場合、これを補償して音質低下を防止できるという効果がある。
【０１４１】
　また、本発明に係るオーディオ信号の処理方法は、動画像、テキスト及びイメージなど
の時系列データと一緒に処理される多チャネルオーディオ信号と時系列データとの間の時
間同期差を補償できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０１４２】
【図１】本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング装置のブロック図であ
る。
【図２】本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング装置のブロック図であ
る。
【図３】本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング装置のブロック図であ
る。
【図４】図１に示した多チャネルデコーディング部で信号処理される方法を説明するため
のブロック図である。
【図５】図２に示した多チャネルデコーディング部で信号処理される方法を説明するため
のブロック図である。
【図６】本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング方法を説明するための
ブロック図である。
【図７】本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング方法を説明するための
ブロック図である。
【図８】本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング方法を説明するための
ブロック図である。
【図９】本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング方法を説明するための
ブロック図である。
【図１０】本発明の一実施例に係るオーディオ信号のデコーディング方法を説明するため
のブロック図である。
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成20年9月30日(2008.9.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダウンミックス信号及び空間情報を受信する段階と、
　前記ダウンミックス信号に対してコンプレックスドメイン変換を行う段階と、
　前記変換されたダウンミックス信号と前記空間情報とを結合する段階と、を有し、
　前記結合されたダウンミックス信号は、前記コンプレックスドメイン変換過程で経過し
た時間に基づいて遅延されることを特徴とするオーディオ信号処理方法。
【請求項２】
　エンコーディング遅延によって前記空間情報を遅延させる段階をさらに有する、請求項
１に記載のオーディオ信号処理方法。
【請求項３】
　前記コンプレックスドメイン変換は、リアルＱＭＦドメインのダウンミックス信号から
コンプレックスＱＭＦドメインのダウンミックス信号に変換する段階をさらに有する、請
求項１に記載のオーディオ信号処理方法。
【請求項４】
　第１デコーディング方式によってダウンミックス信号と空間情報との間の同期が合わせ
られたオーディオ信号を受信する段階と、
　前記受信されたオーディオ信号が第２デコーディング方式によってデコーディングされ
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る場合、前記ダウンミックス信号と前記空間情報との間の時間同期差を補償する段階と、
を有することを特徴とするオーディオ信号処理方法。
【請求項５】
　前記時間同期差は、前記第１デコーディング方式によって前記ダウンミックス信号と前
記空間情報とを結合する時点までに発生した第１遅延時間と、前記第２デコーディング方
式によって前記ダウンミックス信号と前記空間情報とを結合する時点までに発生した第２
遅延時間との間の差である、請求項４に記載のオーディオ信号処理方法。
【請求項６】
　前記第１及び第２デコーディング方式は、それぞれ電力に基づいたデコーディング方式
及び音質に基づいたデコーディング方式のうちの一つに対応し、前記第１及び第２デコー
ディング方式は互いに異なる、請求項５に記載のオーディオ信号の処理方法。
【請求項７】
　前記時間同期差を補償するとき、
　前記ダウンミックス信号は、前記時間同期差によってリーディングまたはラギングされ
る、請求項６に記載のオーディオ信号の処理方法。
【請求項８】
　前記時間同期差を補償するとき、
　前記空間情報は、前記時間同期差によってリーディングまたはラギングされる、請求項
６に記載のオーディオ信号の処理方法。
【請求項９】
　前記時間同期差を補償するとき、
　前記第１及び第２デコーディング方式がそれぞれ電力に基づいたデコーディング方式及
び音質に基づいたデコーディング方式に対応する場合、前記ダウンミックス信号は、前記
時間同期差によってラギングされる、請求項６に記載のオーディオ信号の処理方法。
【請求項１０】
　前記時間同期差は、前記ダウンミックス信号をリアルＱＭＦドメインからコンプレック
スＱＭＦドメインに変換するときに発生する遅延時間である、請求項９に記載のオーディ
オ信号の処理方法。
【請求項１１】
　ダウンミックス信号及び空間情報を受信するオーディオ信号受信部と、
　前記ダウンミックス信号に対してコンプレックスドメイン変換を行うドメイン変換部と
、
　前記変換されたダウンミックス信号と前記空間情報とを結合する空間情報結合部と、を
含み、
　前記オーディオ信号結合部に入力される空間情報は、前記ドメイン変換部で経過した時
間だけ遅延されることを特徴とするオーディオ信号処理装置。
【請求項１２】
　前記ドメイン変換部は、リアルＱＭＦドメインのダウンミックス信号からコンプレック
スＱＭＦドメインのダウンミックス信号に変換するコンプレックスＱＭＦドメイン変換部
をさらに含む、請求項１１に記載のオーディオ信号処理装置。
【請求項１３】
　第１デコーディング方式によってダウンミックス信号と空間情報との間の同期が合わせ
られたオーディオ信号を受信するように構成された第１デコーダと、
　前記第１デコーダと連結されて動作し、前記受信されたオーディオ信号が第２デコーデ
ィング方式によってデコーディングされる場合、前記ダウンミックス信号と前記空間情報
との間の時間同期差を補償するように構成された第２デコーダと、を含むことを特徴とす
るオーディオ信号処理システム。
【請求項１４】
　前記時間同期差は、前記第１デコーディング方式によって前記ダウンミックス信号と前
記空間情報とを結合する時点までに発生した第１遅延時間と、前記第２デコーディング方



(24) JP 2009-512899 A 2009.3.26

式によって前記ダウンミックス信号と前記空間情報とを結合する時点までに発生した第２
遅延時間との間の差である、請求項１３に記載のオーディオ信号処理システム。
【請求項１５】
　前記第１及び第２デコーディング方式は、それぞれ電力に基づいたデコーディング方式
及び音質に基づいたデコーディング方式のうちの一つに対応し、前記第１及び第２デコー
ディング方式は互いに異なる、請求項１４に記載のオーディオ信号の処理システム。
【請求項１６】
　前記時間同期差を補償するとき、
　前記第１及び第２デコーディング方式がそれぞれ電力に基づいたデコーディング方式及
び音質に基づいたデコーディング方式に対応する場合、前記ダウンミックス信号は、前記
時間同期差によってラギングされる、請求項１３に記載のオーディオ信号の処理装置。
【請求項１７】
　前記時間同期差は、前記ダウンミックス信号をリアルＱＭＦドメインからコンプレック
スＱＭＦドメインに変換するときに発生する遅延時間である、請求項１６に記載のオーデ
ィオ信号の処理システム。
【請求項１８】
　ダウンミックス信号及び空間情報を受信する段階と、
　前記ダウンミックス信号に対してコンプレックスドメイン変換を行う段階と、
　前記変換されたダウンミックス信号及び前記空間情報のうち少なくとも一つに対して前
記変換による時間遅延を補償する段階と、
　前記変換されたダウンミックス信号と前記空間情報とを結合する段階と、をプロセッサ
が行うようにする指示情報を保存しているコンピュータ読取可能記録媒体。
【請求項１９】
　第１デコーディング方式によってダウンミックス信号と空間情報との間の同期が合わせ
られたオーディオ信号を受信する段階と、
　前記受信されたオーディオ信号が第２デコーディング方式によってデコーディングされ
る場合、前記ダウンミックス信号と前記空間情報との間の時間同期差を補償する段階と、
をプロセッサが行うようにする指示情報を保存しているコンピュータ読取可能記録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　本発明は、ダウンミックス信号及び空間情報を受信する段階と、前記ダウンミックス信
号に対してコンプレックスドメイン変換を行う段階と、前記変換されたダウンミックス信
号及び前記空間情報のうち少なくとも一つに対して前記変換による時間遅延を補償する段
階と、前記変換されたダウンミックス信号と前記空間情報とを結合する段階と、を含み、
前記結合された空間情報は、前記コンプレックスドメイン変換過程で経過した時間だけ遅
延されることを特徴とするオーディオ信号処理方法を提供する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　したがって、オーディオ信号のドメインは、オーディオ信号処理過程で変換される。前
記オーディオ信号のドメインの変換は、時間／周波数ドメイン変換及びコンプレックスド
メイン変換を含むことができる。前記時間／周波数ドメイン変換は、時間ドメイン信号の
周波数ドメイン信号への変換、及び周波数ドメイン信号の時間ドメイン信号への変換のう
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ち少なくとも一つを含むことができる。前記コンプレックスドメイン変換は、前記オーデ
ィオ信号処理動作でのコンプレックスによるドメイン変換を意味する。また、前記コンプ
レックスドメイン変換は、リアル周波数ドメインにある信号のコンプレックス周波数ドメ
インへの変換、及びコンプレックス（complex）周波数ドメインにある信号のリアル周波
数ドメインへの変換などを含むことができる。オーディオ信号が時間配列を考慮せずに処
理される場合、音質が低下するおそれがある。遅延過程は、前記配列過程で行われる。前
記遅延過程は、エンコーディング遅延及びデコーディング遅延のうち少なくとも一つを含
むことができる。前記エンコーディング遅延は、エンコーディング過程において考慮され
た遅延によって信号が遅延されることを意味する。前記デコーディング遅延は、デコーデ
ィングする間に表れたリアル時間遅延を意味する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本明細書におけるオーディオ信号のデコーディングは、信号処理方法の一例である。ま
た、本発明は、他の種類の信号処理にも適用される。例えば、ビデオ信号の処理方法にも
適用される。本明細書の各実施例は、多様な種類のドメインで表現可能な多様な信号を含
むように修正される。前記ドメインは、時間、ＱＭＦ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｍｉｒｒ
ｏｒ　Ｆｉｌｔｅｒ）、ＭＤＣＴ（Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｄｉｓｃｒｅｅｔ　Ｃｏｓｉｎｅ
　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）、コンプレックスなどを含むことができるが、これに限定される
ことはない。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９８】
　まず、ＱＭＦドメイン上で処理されたダウンミックス信号ＸＱ５が多チャネルデコーデ
ィング部２００ｅに伝送されて信号処理される方法を説明する。この場合、前記ダウンミ
ックス信号ＸＱ５は、コンプレックスＱＭＦ信号ＸＣＱ５及びリアルＱＭＦ信号ＸＲＱ５
のうち何れか一つである。前記コンプレックスＱＭＦ信号ＸＣＱ５は、ダウンミックスデ
コーディング部１００ｅで高音質デコーディング方式によって処理された信号である。そ
して、前記リアルＱＭＦ信号ＸＲＱ５は、ダウンミックスデコーディング部１００ｅで低
電力デコーディング方式によって処理された信号である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１００
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１００】
　図示したように、信号処理されたダウンミックス信号ＸＱ５が低電力バージョンでデコ
ーディングされる場合、ダウンミックス信号ＸＱ５は、Ｐ６経路に沿って伝送されてデコ
ーディングされる。ここで、前記ダウンミックス信号ＸＱ５は、リアルＱＭＦドメインの
ダウンミックス信号ＸＲＱ５である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０８
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０１０８】
　そして、変換されたダウンミックス信号ＸＲは、ドメイン変換部２５０ｅを経てコンプ
レックスＱＭＦドメイン上の信号ＸＣ２に変換される。前記ダウンミックス信号ＸＲの前
記信号ＸＣ２への変換は、コンプレックスドメイン変換の一例である。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２３】
　前記アップサンプルされたダウンミックス信号ＵＸＴ６のドメインは、ドメイン処理部
２３０ｆで変換される。前記ダウンミックス信号ＵＸＴ６のドメイン変換は、周波数／時
間ドメイン変換及びコンプレックスドメイン変換を含むことができる。
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