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(57)【要約】
【課題】AAC+SBRのようにデコードするフレーム周期と
は非同期にエンコード情報が入れられるストリームの正
しいレジューム再生を、記録メディアの規格で定められ
た管理情報を持たない圧縮オーディオストリームの再生
装置でも実現する。
【解決手段】再生中断時のフレーム情報を保持する中断
情報格納メモリと、記録メディアから圧縮ストリームの
読み出し位置を算出し読み出す圧縮ストリーム制御装置
と、圧縮ストリームを復号化するとともに当該フレーム
の復号情報をレジューム付加情報として前記圧縮ストリ
ーム制御装置に送る圧縮ストリーム復号装置と、復号結
果の出力を行う出力制御装置とを備え、再生が一旦中断
され再開される際にレジューム付加情報と中断時のフレ
ーム情報から圧縮ストリームの読み出し位置を算出し読
み出すことで時間的に再生されない区間や再生されない
周波数帯域なく再生再開できることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時系列のディジタルオーディオ信号を符号化フレームを単位として纏めた圧縮ストリー
ムに符号化フレームとは非同期に符号化情報を多重化して構成される圧縮ストリームが再
生可能なオーディオ再生装置において、
　再生が一旦中断され再開される際に、中断以前に記録された情報に基づいて、時間的に
再生されない区間なく正しい周波数帯域まで拡張した波形で再生再開させる、
ことを特徴とするオーディオ再生装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記オーディオ再生装置は、
　圧縮ストリームが記録された記録メディアと、
　再生中断以前のフレーム情報を保持するとともに、再生中断時に再開される場合に、復
号したフレームが非同期に多重化されたものか判別するためのレジューム付加情報と前記
フレーム情報に基づいて、前記記録メディアから圧縮ストリームの読み出し位置を算出す
る圧縮ストリーム制御手段と、
　前記圧縮ストリーム制御手段により読み出された圧縮ストリームを復号化するとともに
当該フレームの復号により得られる復号情報のうち前記レジューム付加情報を構成し前記
圧縮ストリーム制御手段に送る圧縮ストリーム復号手段と、
　復号結果の出力可否を決定し出力を行う出力制御装置と、
を備えることを特徴とするオーディオ再生装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記オーディオ再生装置は、
　圧縮ストリームが記録された記録メディアと、
　再生中断時のフレーム情報を保持するとともに前記記録メディアから圧縮ストリームの
読み出し位置を算出し読み出す圧縮ストリーム制御手段と、
　前記圧縮ストリーム制御手段により読み出された圧縮ストリームを復号化するとともに
当該フレームの復号により得られる復号情報のうち少なくとも非同期に符号化情報が多重
化されたフレーム復号をしたかどうかを判別できる情報を含むようにしてレジューム付加
情報を構成し前記圧縮ストリーム制御手段に送る圧縮ストリーム復号手段と、
　復号結果の出力可否を決定し出力を行う出力制御装置と、
　圧縮ストリームの再生中断時に再生再開に必要なレジューム情報を格納する中断情報格
納メモリとを備え、
　再生が一旦中断され再開される際に前記圧縮ストリーム復号手段から送られたレジュー
ム付加情報と中断時のフレーム情報から圧縮ストリームの読み出し位置を算出し前記記録
メディアから圧縮ストリームを読み出すことで時間的に再生されない区間や再生されない
周波数帯域なく再生再開できる、
ことを特徴とするオーディオ再生装置。
【請求項４】
　請求項２または３において、
　前記圧縮ストリーム制御手段は、
　再生開始指示及び再生再開を受けると前記記録メディアから圧縮ストリームを読み出し
、再生中断指示を受けると再生中のストリーム情報を前記中断情報格納メモリへ書き込む
圧縮ストリーム読み出し制御手段と、
　前記中断情報格納メモリに中断情報が格納されていると前記記録メディアから圧縮スト
リームを読み出す位置を前記圧縮ストリーム読み出し制御手段に対し指示する再生開始位
置制御手段と、
　前記圧縮ストリーム復号手段から前記中断情報格納メモリへ送られるレジューム付加情
報に非同期に符号化情報が多重化されたフレームを復号したことが判別できる情報が含ま
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れている場合に前記中断情報格納メモリに前記レジューム付加情報を随時書き込むレジュ
ーム付加情報書き込み判定手段を有し、
　再生再開時にレジューム情報とレジューム付加情報から前記再生開始位置制御手段によ
り読み出し位置の決定と前記出力制御装置による出力開始フレームの決定を行う、
ことを特徴とするオーディオ再生装置。
【請求項５】
　請求項２または３において、
　前記圧縮ストリーム復号手段は、
　符号化フレームを解析し非同期に多重化された符号化情報を抽出するとともに抽出した
符号化情報または前記符号化情報より得られる復号化補助情報と非同期に多重化された符
号化情報を持つフレームのフレームインデックスのどちらか一方または両方と復号情報と
を纏めてレジューム付加情報とし前記中断情報格納メモリに格納する符号化情報解析部と
、
　復号化を行う信号処理部と、
　前記信号処理部へ入力する必要のないフレームを破棄するフレームスキップ回路を有し
、
　前記フレームスキップ回路は、
　前記中断情報格納メモリに格納されたレジューム情報とレジューム付加情報の前記非同
期に多重化された符号化情報を持つフレームのフレームインデックスから信号処理部への
入力を行うかどうかを判断し、レジューム情報のフレームインデックスを持つ符号化フレ
ームが入力されるまでの不要な符号化フレームを前記信号処理部へ入力せずにスキップす
る、
ことを特徴とするオーディオ再生装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記符号化情報解析部で抽出するレジューム付加情報は、AAC+SBRストリームのSBRヘッ
ダに格納された情報と該ヘッダを持つフレームインデックスの両方またはどちらか一方を
含む、
ことを特徴するオーディオ再生装置。
【請求項７】
　請求項５において、
　前記符号化情報解析部で抽出するレジューム付加情報は、MP3ストリームの当該フレー
ムを復号化するために必要となるメインデータの先頭を含む符号化フレームのフレームイ
ンデックスまたはメインデータの先頭が自フレーム内にある符号化フレームのフレームイ
ンデックスを含む、
ことを特徴とするオーディオ再生装置。
【請求項８】
　時系列のディジタルオーディオ信号を符号化フレームを単位として纏めた圧縮ストリー
ムに符号化フレームとは非同期に符号化情報を多重化して構成される圧縮ストリームが記
録再生可能なオーディオ記録再生装置において、
　符号化したオーディオデータを記録する記録メディアと、
　符号化フレームとは非同期に符号化情報が多重化されたフレームのインデックスを保持
する符号化情報インデックステーブルと、
　音声信号を圧縮ストリームに符号化するとともに符号化情報を多重化したフレームを符
号化する際に前記符号化情報インデックステーブルにフレーム位置情報を書き込む圧縮ス
トリーム符号装置と、
　再生位置と前記符号化情報インデックステーブルより圧縮ストリーム投入位置を算出す
る圧縮ストリーム制御手段と、
　前記圧縮ストリーム制御手段から投入された圧縮ストリームを復号する圧縮ストリーム
復号手段と、
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　復号結果の出力可否を判定する出力制御装置とを備え、
　再生時には前記圧縮ストリーム制御手段により投入された圧縮ストリームを前記圧縮ス
トリーム復号手段で復号し再生開始位置より復号結果を出力するように前記出力制御装置
で制御することで圧縮ストリームの任意の位置からの再生においても時間的に再生できな
い区間や再生できない周波数帯域なく再生できる、
ことを特徴とする圧縮オーディオ記録再生装置。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記圧縮ストリーム復号手段は、
　圧縮ストリームから非同期に多重化された符号化情報を検出しそのフレーム位置を前記
符号化情報インデックステーブルに書き込む符号化情報検出部と、
　復号する圧縮ストリームに関するインデックス情報が前記符号化情報インデックステー
ブルにすでに存在するかを判定するインデックステーブル判定部を有し、
　前記インデックステーブル判定部により復号する圧縮ストリームに関するインデックス
情報が存在しないと判定された場合には前記符号化情報検出部により前記符号化情報イン
デックステーブルにインデックス情報を追加することで２回目以降の再生時に圧縮ストリ
ームの任意の位置からの再生において時間的に再生できない区間や再生できない周波数帯
域なく再生できる、
ことを特徴とする圧縮オーディオ記録再生装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１つに記載の装置を搭載したオーディオ再生機器。
【請求項１１】
　時系列のディジタルオーディオ信号を符号化フレームを単位として纏めた圧縮ストリー
ムに符号化フレームとは非同期に符号化情報を多重化して構成される圧縮ストリームが再
生可能なオーディオ再生方法において、
　圧縮ストリームを記録メディアに記録するステップと、
　再生中断時のフレーム情報を保持するとともに前記記録メディアから圧縮ストリームの
読み出し位置を算出し読み出す圧縮ストリーム制御ステップと、
　前記圧縮ストリーム制御ステップにより読み出された圧縮ストリームを復号化するとと
もに当該フレームの復号により得られる復号情報のうち少なくとも非同期に符号化情報が
多重化されたフレームを復号したかどうかを判別できる情報を含むようにしてレジューム
付加情報を構成する圧縮ストリーム復号ステップと、
　復号結果の出力可否を決定し出力を行う出力制御ステップと、
　圧縮ストリームの再生中断時に再生再開に必要なレジューム情報を中断情報格納メモリ
に格納するステップとを備え、
　再生が一旦中断され再開される際に前記圧縮ストリーム復号ステップにより得られたレ
ジューム付加情報と中断時のフレーム情報から圧縮ストリームの読み出し位置を算出し前
記記録メディアから圧縮ストリームを読み出すことで時間的に再生されない区間や再生さ
れない周波数帯域なく再生再開できる、
ことを特徴とするオーディオ再生方法。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記圧縮ストリーム制御ステップは、
　再生開始指示及び再生再開を受けると前記記録メディアから圧縮ストリームを読み出し
再生中断指示を受けると再生中のストリーム情報を前記中断情報格納メモリへ書き込む圧
縮ストリーム読み出し制御ステップと、
　前記中断情報格納メモリに中断情報が格納されていると前記圧縮ストリーム読み出し制
御ステップにおいて前記記録メディアから圧縮ストリームを読み出す位置を指示する再生
開始位置制御ステップと、
　前記中断情報格納メモリへ送られるレジューム付加情報に非同期に符号化情報が多重化
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されたフレームを復号したことが判別できる情報が含まれている場合に前記中断情報格納
メモリに前記レジューム付加情報を随時書き込むレジューム付加情報書き込み判定ステッ
プとを有し、
　再生再開時にレジューム情報とレジューム付加情報から前記再生開始位置制御ステップ
により読み出し位置の決定と前記出力制御ステップによる出力開始フレームの決定を行う
、
ことを特徴とするオーディオ再生方法。
【請求項１３】
　請求項１１において、
　前記圧縮ストリーム復号ステップは、
　符号化フレームを解析し非同期に多重化された符号化情報を抽出するとともに抽出した
符号化情報または前記符号化情報より得られる復号化補助情報と非同期に多重化された符
号化情報を持つフレームのフレームインデックスのどちらか一方または両方と復号情報と
を纏めてレジューム付加情報とし前記中断情報格納メモリに格納する符号化情報解析ステ
ップと、
　復号化を行う信号処理部へ入力する必要のないフレームを破棄するフレームスキップス
テップとを有し、
　前記フレームスキップステップは、
　前記中断情報格納メモリに格納されたレジューム情報とレジューム付加情報の前記非同
期に多重化された符号化情報を持つフレームのフレームインデックスから前記信号処理部
への入力を行うかどうかを判断しレジューム情報のフレームインデックスを持つ符号化フ
レームが入力されるまでの不要な符号化フレームを前記信号処理部へ入力せずにスキップ
する、
ことを特徴とするオーディオ再生方法。
【請求項１４】
　請求項１３において、
　前記符号化情報解析ステップで抽出するレジューム付加情報がAAC+SBRストリームのSBR
ヘッダに格納された情報と該ヘッダを持つフレームインデックスの両方または該ヘッダを
持つフレームインデックスで構成される、
ことを特徴するオーディオ再生方法。
【請求項１５】
　請求項１３において、
　前記符号化情報解析ステップで抽出するレジューム付加情報がMP3ストリームの当該フ
レームを復号化するために必要となるメインデータの先頭を含む符号化フレームのフレー
ムインデックスまたはメインデータの先頭が自フレーム内にある符号化フレームのフレー
ムインデックスで構成される、
ことを特徴とするオーディオ再生方法。
【請求項１６】
　時系列のディジタルオーディオ信号を符号化フレームを単位として纏めた圧縮ストリー
ムに符号化フレームとは非同期に符号化情報を多重化して構成される圧縮ストリームが記
録再生可能なオーディオ記録再生方法において、
　符号化したオーディオデータを記録メディアに記録するステップと、
　符号化フレームとは非同期に符号化情報が多重化されたフレームのインデックスを符号
化情報インデックステーブルに保持するステップと、
　音声信号を圧縮ストリームに符号化するとともに符号化情報を多重化したフレームを符
号化する際に前記符号化情報インデックステーブルにフレーム位置情報を書き込む圧縮ス
トリーム符号ステップと、
　再生位置と前記符号化情報インデックステーブルより圧縮ストリーム投入位置を算出す
る圧縮ストリーム制御ステップと、
　前記圧縮ストリーム制御ステップにより投入された圧縮ストリームを復号する圧縮スト
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リーム復号ステップと、
　復号結果の出力可否を判定する出力制御ステップとを備え、
　再生時には前記圧縮ストリーム制御ステップにより投入された圧縮ストリームを前記圧
縮ストリーム復号ステップで復号し再生開始位置より復号結果を出力するように前記出力
制御ステップで制御することで圧縮ストリームの任意の位置からの再生においても時間的
に再生できない区間や再生できない周波数帯域なく再生できる、
ことを特徴とする圧縮オーディオ記録再生方法。
【請求項１７】
　請求項１６において、
　前記圧縮ストリーム復号ステップは、
　圧縮ストリームから非同期に多重化された符号化情報を検出しそのフレーム位置を前記
符号化情報インデックステーブルに書き込む符号化情報検出ステップと、
　復号する圧縮ストリームに関するインデックス情報が前記符号化情報インデックステー
ブルにすでに存在するかを判定するインデックステーブル判定ステップとを有し、
　前記インデックステーブル判定ステップにより復号する圧縮ストリームに関するインデ
ックス情報が存在しないと判定された場合には前記符号化情報検出ステップにより前記符
号化情報インデックステーブルにインデックス情報を追加することで２回目以降の再生時
に圧縮ストリームの任意の位置からの再生において時間的に再生できない区間や再生でき
ない周波数帯域なく再生できる、
ことを特徴とする圧縮オーディオ記録再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、符号化情報が一部の符号化フレームに分散してかつ非同期に多重化される圧
縮オーディオストリームに対して、電源断などで再生が中断された後に再生を再開するレ
ジューム再生機能や早送り巻き戻しなどの特殊再生機能を持つオーディオ再生装置及び再
生方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のレジューム再生機能を持つ圧縮オーディオ再生装置の構成および動作について図
１７，１８を用いて説明する。
【０００３】
　図１７において、１７０１は時系列のディジタルオーディオ信号を符号化フレームを単
位として纏めた圧縮ストリームを格納できる記録メディアであり、１７０２は再生中断時
に次回再生指示を受けた際に再開すべき位置をレジューム情報として記録しておく中断情
報格納メモリである。１７０３は前記記録メディア１７０１から圧縮オーディオストリー
ムの読み出しを行い、再生中断指示を受けると中断時のフレーム情報を中断情報格納メモ
リ１７０２に格納し、再生再開指示を受けると中断情報格納メモリ１７０２からレジュー
ム情報を読み出し記録メディア１７０１からの圧縮ストリーム読み出し位置の決定と出力
開始位置の決定を行う圧縮ストリ－ム制御手段であり、１７０４は圧縮ストリーム制御手
段１７０３により読み出された圧縮オーディオストリームをディジタルオーディオ信号に
復号するとともに得られた復号情報を圧縮ストリーム制御手段１７０３に伝えることがで
きる圧縮ストリーム復号手段である。
【０００４】
　従来の圧縮オーディオ再生装置のレジューム再生機能は、どのような位置で再生が中断
されても、中断されたその位置から圧縮ストリームの再生を再開するか、中断された位置
がファイル先頭付近の場合ファイル先頭から再開しファイル終端付近の場合次ファイルの
先頭から再開するといった制御を行っている。
【０００５】
　図１８は、ファイル先頭付近や終端付近ではない符号化データＤ(ｎ＋３)で再生が中断
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され別の処理を実行した後に、符号化データＤ(ｎ＋３)から再開した場合の例である。
【０００６】
　図１８において、１８０１は圧縮オーディオストリームＸの符号化フレーム毎のフレー
ム番号を示している。１８０２は、圧縮ストリーム復号手段１７０４に入力される符号化
フレーム毎の圧縮オーディオストリームＸを示している。１８０３は、符号化フレーム毎
に適用される符号化情報Ｈを示している。１８０４は、符号化フレーム毎に圧縮ストリー
ム復号手段１７０４から出力される再生オーディオ信号Ｙの再生帯域幅を示す。１８０４
の縦軸は周波数を、横軸は時間を各々示す。
【０００７】
　圧縮オーディオストリームＸを圧縮ストリーム復号手段１７０４に入力すると、圧縮ス
トリーム復号手段１７０４は、符号化データＤと、符号化情報Ｈを抽出し、符号化データ
Ｄ及び符号化情報Ｈから再生オーディオ信号Ｙを出力する。この場合、圧縮ストリーム復
号手段１７０４にフレーム番号ｎ＋３から投入されるので、フレーム番号ｎ＋３，ｎ＋４
，ｎ＋５までの符号化データＤ(ｎ＋３)～Ｄ(ｎ＋５)を復号化するための符号化情報Ｈが
圧縮ストリーム復号手段１７０４に存在しないこととなる。したがって、フレーム番号ｎ
＋３，ｎ＋４，ｎ＋５については、これらを復号化するための符号化情報Ｈが存在しない
ので、符号化データＤを復号化して生成されたオーディオ信号Ｙの周波数帯域はｆ１まで
拡張されず、周波数帯域幅はｆ０に留まってしまう。
【０００８】
　なお、符号化情報が多重化されないフレーム番号ｎ＋７，ｎ＋８については、先行する
符号化データＤ(ｎ＋６)に符号化情報Ｈ(ｎ＋６)が多重化されているために、コア符号化
データから復号化したオーディオ信号Ｙ(ｎ＋７)，Ｙ(ｎ＋８)の周波数帯域はｆ１まで拡
張される。
【０００９】
　このように非同期に多重化された符号化情報に基づいて復号化する圧縮ストリームの場
合、符号化情報が多重化されたフレームから再開される保証がなく、符号化情報が多重化
されていないフレームから再開された場合に、不再生区間が発生することによる違和感が
生じる場合や、本来再生されるはずの周波数帯域の一部しか再生されないことによる音質
劣化が生じる場合がある(例えば、特許文献１参照)。
【特許文献１】特開２００５－２３３９８０号公報(第９頁、第１図)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来の構成では、符号化情報が一部の符号化フレームに分散して非同期に多重化される
符号化オーディオ信号に復号化処理を施して再生オーディオ信号を復号化し出力する際に
、電源断などにより再生が中断した後に再生再開する際に、符号化情報が多重化されない
符号化フレームで、復号化処理を施すための符号化情報を抽出して適用することができな
い符号化フレームにおいては復号化処理の一部又は全ての処理が行えなくなり、再生オー
ディオ信号が出力されないか、もしくは再生オーディオ信号の品質が劣化するという課題
を有していた。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この課題を解決するために、本発明のオーディオ再生装置は、時系列のディジタルオー
ディオ信号を符号化フレームを単位として纏めた圧縮ストリームに符号化フレームとは非
同期に符号化情報を多重化して構成される圧縮ストリームが再生可能なオーディオ再生装
置において、再生が一旦中断され再開される際に、中断以前に記録された情報に基づいて
、時間的に再生されない区間なく正しい周波数帯域まで拡張した波形で再生再開させるこ
とを特徴とする。
【００１２】
　本発明のオーディオ再生装置は、圧縮ストリームが記録された記録メディアと、再生中
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断以前のフレーム情報を保持するとともに、再生中断時に再開される場合に、復号したフ
レームが非同期に多重化されたものか判別するためのレジューム付加情報と前記フレーム
情報に基づいて、前記記録メディアから圧縮ストリームの読み出し位置を算出する圧縮ス
トリーム制御手段と、前記圧縮ストリーム制御手段により読み出された圧縮ストリームを
復号化するとともに当該フレームの復号により得られる復号情報のうち前記レジューム付
加情報を構成し前記圧縮ストリーム制御手段に送る圧縮ストリーム復号手段と、復号結果
の出力可否を決定し出力を行う出力制御装置とを備えることを特徴とする。
【００１３】
　本発明のオーディオ再生装置は、時系列のディジタルオーディオ信号を符号化フレーム
を単位として纏めた圧縮ストリームに符号化フレームとは非同期に符号化情報を多重化し
て構成される圧縮ストリームが再生可能なオーディオ再生装置において、圧縮ストリーム
が記録された記録メディアと、再生中断時のフレーム情報を保持するとともに前記記録メ
ディアから圧縮ストリームの読み出し位置を算出し読み出す圧縮ストリーム制御手段と、
前記圧縮ストリーム制御手段により読み出された圧縮ストリームを復号化するとともに当
該フレームの復号により得られる復号情報のうち少なくとも非同期に符号化情報が多重化
されたフレーム復号をしたかどうかを判別できる情報を含むようにしてレジューム付加情
報を構成し前記圧縮ストリーム制御手段に送る圧縮ストリーム復号手段と、復号結果の出
力可否を決定し出力を行う出力制御装置と、圧縮ストリームの再生中断時に再生再開に必
要なレジューム情報を格納する中断情報格納メモリとを備え、再生が一旦中断され再開さ
れる際に前記圧縮ストリーム復号手段から送られたレジューム付加情報と中断時のフレー
ム情報から圧縮ストリームの読み出し位置を算出し前記記録メディアから圧縮ストリーム
を読み出すことで時間的に再生されない区間や再生されない周波数帯域なく再生再開でき
ることを特徴とする。
【００１４】
　前記圧縮ストリーム制御手段は、再生開始指示及び再生再開を受けると前記記録メディ
アから圧縮ストリームを読み出し、再生中断指示を受けると再生中のストリーム情報を前
記中断情報格納メモリへ書き込む圧縮ストリーム読み出し制御手段と、前記中断情報格納
メモリに中断情報が格納されていると前記記録メディアから圧縮ストリームを読み出す位
置を前記圧縮ストリーム読み出し制御手段に対し指示する再生開始位置制御手段と、前記
圧縮ストリーム復号手段から前記中断情報格納メモリへ送られるレジューム付加情報に非
同期に符号化情報が多重化されたフレームを復号したことが判別できる情報が含まれてい
る場合に前記中断情報格納メモリに前記レジューム付加情報を随時書き込むレジューム付
加情報書き込み判定手段を有し、再生再開時にレジューム情報とレジューム付加情報から
前記再生開始位置制御手段により読み出し位置の決定と前記出力制御装置による出力開始
フレームの決定を行ってもよい。
【００１５】
　前記圧縮ストリーム復号手段は、符号化フレームを解析し非同期に多重化された符号化
情報を抽出するとともに抽出した符号化情報または前記符号化情報より得られる復号化補
助情報と非同期に多重化された符号化情報を持つフレームのフレームインデックスのどち
らか一方または両方と復号情報とを纏めてレジューム付加情報とし前記中断情報格納メモ
リに格納する符号化情報解析部と、復号化を行う信号処理部と、前記信号処理部へ入力す
る必要のないフレームを破棄するフレームスキップ回路を有し、前記フレームスキップ回
路は、前記中断情報格納メモリに格納されたレジューム情報とレジューム付加情報の前記
非同期に多重化された符号化情報を持つフレームのフレームインデックスから信号処理部
への入力を行うかどうかを判断し、レジューム情報のフレームインデックスを持つ符号化
フレームが入力されるまでの不要な符号化フレームを前記信号処理部へ入力せずにスキッ
プすることで正しい位置から再生再開するように構成してもよい。
【００１６】
　AAC+SBRストリームの場合、レジューム付加情報は前記符号化情報解析部で抽出するAAC
+SBRストリームのSBRヘッダに格納された情報と該ヘッダを持つフレームインデックスの
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両方または該ヘッダを持つフレームインデックスで構成してもよい。
【００１７】
　MP3ストリームの場合、レジューム付加情報は前記符号化情報解析部で抽出するMP3スト
リームの当該フレームを復号化するために必要となるメインデータの先頭を含む符号化フ
レームのフレームインデックスまたはメインデータの先頭が自フレーム内にある符号化フ
レームのフレームインデックスで構成してもよい。
【００１８】
　この課題を解決するために、本発明のオーディオ記録再生装置は、時系列のディジタル
オーディオ信号を符号化フレームを単位として纏めた圧縮ストリームに符号化フレームと
は非同期に符号化情報を多重化して構成される圧縮ストリームが記録再生可能なオーディ
オ記録再生装置において、符号化したオーディオデータを記録する記録メディアと、符号
化フレームとは非同期に符号化情報が多重化されたフレームのインデックスを保持する符
号化情報インデックステーブルと、音声信号を圧縮ストリームに符号化するとともに符号
化情報を多重化したフレームを符号化する際に前記符号化情報インデックステーブルにフ
レーム位置情報を書き込む圧縮ストリーム符号手段と、再生位置と前記符号化情報インデ
ックステーブルよりデータ投入位置を算出する圧縮ストリーム制御手段と、前記圧縮スト
リーム制御手段から投入されたオーディオデータを復号する圧縮ストリーム復号手段と、
復号結果の出力可否を判定する出力制御装置とを備え、再生時には指示された再生開始位
置と前記符号化情報インデックステーブルの情報をもとに前記圧縮ストリーム制御手段に
より算出された圧縮ストリーム投入位置から圧縮ストリームを前記圧縮ストリーム復号手
段に投入して復号し、再生開始位置より復号結果を出力するように前記出力制御装置で制
御することで圧縮ストリームの任意の位置からの再生においても時間的に再生できない区
間や再生できない周波数帯域なく再生できることを特徴とする。
【００１９】
　前記圧縮ストリーム復号手段は、圧縮ストリームから非同期に多重化された符号化情報
を検出しそのフレーム位置を前記符号化情報インデックステーブルに書き込む符号化情報
検出部と、復号する圧縮ストリームに関するインデックス情報が前記符号化情報インデッ
クステーブルにすでに存在するかを判定するインデックステーブル判定部を有し、前記イ
ンデックステーブル判定部により復号する圧縮ストリームに関するインデックス情報が存
在しないと判定された場合には前記符号化情報検出部により前記符号化情報インデックス
テーブルにインデックス情報を追加し２回目以降の再生時に圧縮ストリームの任意の位置
からの再生において時間的に再生できない区間や再生できない周波数帯域なく再生できる
ように構成してもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、時系列で連続する符号化フレームの途中の符号化フレームから復号化
処理を行う場合や、早送り再生で符号化フレームを間引いて復号化処理を行う場合におい
て、符号化情報が多重化されない符号化フレームから再生開始を指示された場合にも、非
同期に多重化された符号化情報に基づいて復号化できるため、不再生区間が発生すること
による違和感や符号化情報が多重化されたフレームが現れるまで再生されない周波数帯域
が発生することによる音質の急激な変化を防ぐことが可能となる。また、中断情報をスト
リームのIDやユーザのIDと関連付けて記録することによって、複数ストリームや複数ユー
ザのレジューム再生や早送り再生でも不再生区間や再生されない周波数帯域が発生するこ
となく再生することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　（実施の形態１）
　まず、本発明の実施の形態１におけるオーディオ再生装置について図面を参照しながら
説明する。
【００２２】
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　図１は、本発明の実施の形態１におけるオーディオ再生装置を示すブロック図である。
図１において、１０１は時系列のディジタルオーディオ信号を符号化フレームを単位とし
て纏めた圧縮ストリームを格納できる記録メディアであり、１０２は再生中断以前のフレ
ーム情報を保持するとともに、再生中断時に再開される場合に、復号したフレームが非同
期に多重化されたものか判別するためのレジューム付加情報と前記フレーム情報に基づい
て、前記記録メディア１０１から圧縮ストリームの読み出し位置を算出する圧縮ストリ－
ム制御手段であり、１０３は圧縮ストリーム制御手段１０２により読み出された圧縮オー
ディオストリームをディジタルオーディオ信号に復号するとともに得られた復号情報のう
ち前記レジューム付加情報を構成し前記圧縮ストリーム制御手段１０２に送る圧縮ストリ
ーム復号手段であり、１０４は復号結果に従ってミュートやフェード制御を行いながら出
力をする出力制御装置である。
【００２３】
　本オーディオ再生装置の基本動作を図３，４を用いて説明する。
【００２４】
　図３は、本オーディオ再生装置に入力する圧縮オーディオストリームＸと、この圧縮オ
ーディオストリームＸをディジタルオーディオ信号Ｙに復号化するのに必要な符号化情報
Ｈとの関係を時系列的に示したものである。図３において、３０１は圧縮オーディオスト
リームＸの符号化フレームのフレーム番号を示している。３０２は、符号化フレーム毎の
圧縮オーディオストリームＸを示している。３０３は、符号化フレーム毎に利用される符
号化情報Ｈを示している。３０４は符号化フレーム毎に圧縮ストリーム復号手段１０４に
より生成されるレジューム付加情報Ｉ(ｎ)[ｎ＝１，２，３，…]を示す。３０５は、符号
化フレーム毎に圧縮ストリーム復号手段１０４から出力される再生ディジタルオーディオ
信号Ｙを示す。２０５の縦軸は周波数を、横軸は時間を各々示す。
【００２５】
　図３に示すように、圧縮オーディオストリームＸは、符号化データＤ(ｍ)[ｍ＝１，２
，３，…]と，符号化情報Ｈ(ｎ)[ｎ＝１，２，３，…]とを含んだものとなっている。
【００２６】
　圧縮ストリーム制御手段１０２は、フレームインデックスＮが指定するフレーム番号の
符号化データＤを圧縮ストリーム復号手段１０３に出力する。例えば、フレームインデッ
クスＮがフレーム番号１を指定すると、圧縮ストリーム制御手段１０２はフレーム番号１
に対応する符号化データＤ(１)を圧縮ストリーム復号手段１０３に出力する。
【００２７】
　圧縮ストリーム復号手段１０３は、圧縮オーディオストリームＸを復号する際に符号化
情報Ｈを抽出する。そして、符号化情報Ｈと符号化フレームのフレームインデックスＮと
を対応させたレジューム付加情報Ｉ(ｎ)を生成し、圧縮ストリーム制御手段１０２に送る
。
【００２８】
　図４はレジューム付加情報Ｉ(ｎ)を符号化情報Ｈに対応付けられた符号化情報フレーム
インデックスＡと復号化した符号化フレームのフレームインデックスＮで構成した場合の
構成例である。圧縮ストリーム制御手段１０２は、毎フレーム送られてくるレジューム付
加情報のうち、再生中断指示を受け取った時点でのレジューム付加情報Ｉ(ｎ)を保持し、
再生再開指示を受けた際に、レジューム付加情報Ｉ(ｎ)から情報を読み出し、圧縮ストリ
ーム読み出し位置として記憶していた符号化情報フレームインデックスＡと一致するフレ
ームから圧縮ストリーム復号手段１０３に投入することで、符号化情報Ｈが多重化されて
いない符号化データＤ(ｍ)[ｍ＝２，３，４，５]から再生が再開された場合にも再生オー
ディオ信号Ｙ(２)～Ｙ(５)を周波数帯域ｆ１まで拡張した正しい周波数帯域を持つ波形で
出力することができる。
【００２９】
　（実施の形態２）
　図２は、本発明の実施の形態２におけるオーディオ再生装置を示すブロック図である。
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【００３０】
　図２において、２０１は時系列のディジタルオーディオ信号を符号化フレームを単位と
して纏めた圧縮ストリームを格納できる記録メディアであり、２０２は再生中断時に次回
再生指示を受けた際に再開すべき位置をレジューム情報として記録しておく中断情報格納
メモリである。中断情報格納メモリ２０２は電源断等が発生しても情報が消えないように
不揮発性メモリで構成されることが望ましい。２０３は記録メディア２０１から圧縮オー
ディオストリームの読み出しを行い、再生中断指示を受けると中断時のフレーム情報を中
断情報格納メモリ２０２に格納し、再生再開指示を受けると中断情報格納メモリ２０２か
らレジューム情報を読み出し記録メディア２０１からの圧縮ストリーム読み出し位置の決
定と出力開始位置の決定を行う圧縮ストリ－ム制御手段であり、２０４は圧縮ストリーム
制御手段２０３により読み出された圧縮オーディオストリームをディジタルオーディオ信
号に復号するとともに得られた復号情報を圧縮ストリーム制御手段２０３に伝えることが
できる圧縮ストリーム復号手段であり、２０５は復号結果に従ってミュートやフェード制
御を行いながら出力をする出力制御装置である。
【００３１】
　本オーディオ再生装置の基本動作を図３，４を用いて説明する。
【００３２】
　図３は、本オーディオ再生装置に入力する圧縮オーディオストリームＸと、この圧縮オ
ーディオストリームＸをディジタルオーディオ信号Ｙに復号化するのに必要な符号化情報
Ｈとの関係を時系列的に示したものである。図３において、３０１は圧縮オーディオスト
リームＸの符号化フレームのフレーム番号を示している。３０２は、符号化フレーム毎の
圧縮オーディオストリームＸを示している。３０３は、符号化フレーム毎に利用される符
号化情報Ｈを示している。３０４は符号化フレーム毎に圧縮ストリーム復号手段２０４に
より生成されるレジューム付加情報Ｉ(ｎ)[ｎ＝1，２，３・・・]を示す。３０５は、符
号化フレーム毎に圧縮ストリーム復号手段２０４から出力される再生ディジタルオーディ
オ信号Ｙを示す。３０５の縦軸は周波数を、横軸は時間を各々示す。
【００３３】
　図３に示すように、圧縮オーディオストリームＸは、符号化データＤ(ｍ)[ｍ＝１，２
，３，…]と，符号化情報Ｈ(ｎ)[ｎ＝１，２，３，…]とを含んだものとなっている。
【００３４】
　圧縮ストリーム制御手段２０３は、フレームインデックスＮが指定するフレーム番号の
符号化データＤを圧縮ストリーム復号手段２０４に出力する。例えば、フレームインデッ
クスＮがフレーム番号１を指定すると、圧縮ストリーム制御手段はフレーム番号１に対応
する符号化データＤ(１)を圧縮ストリーム復号手段２０４に出力する。
【００３５】
　圧縮ストリーム復号手段２０４は、圧縮オーディオストリームＸを復号する際に符号化
情報Ｈを抽出する。そして、符号化情報Ｈと符号化フレームのフレームインデックスＮと
を対応させたレジューム付加情報Ｉ(ｎ)を生成し、圧縮ストリーム制御手段２０３に送る
。
【００３６】
　図４はレジューム付加情報Ｉ(ｎ)を符号化情報Ｈに対応付けられた符号化情報フレーム
インデックスＡと復号化した符号化フレームのフレームインデックスＮで構成した場合の
構成例である。圧縮ストリーム制御手段２０３は、毎フレーム送られてくるレジューム付
加情報Ｉ(ｎ)を中断情報格納メモリ２０２に書き込み、再生中断指示を受け取ると中断指
示を受け取った時点での符号化フレームのフレームインデックスＮを書き込む。中断情報
格納メモリ２０２には、符号化情報フレームインデックスＡを圧縮ストリーム読み出し位
置とし、フレームインデックスＮを出力開始フレーム位置として格納される。
【００３７】
　そして、再生再開指示を受けた際に、中断情報格納メモリ２０２から情報を読み出し、
圧縮ストリーム読み出し位置として記憶していた符号化情報フレームインデックスＡと一
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致するフレームから圧縮ストリーム復号手段２０４に投入することで、符号化情報Ｈが多
重化されていない符号化データＤ(ｍ)[ｍ＝２，３，４，５]から再生が再開された場合に
も再生オーディオ信号Ｙ(２)～Ｙ(５)を周波数帯域ｆ１まで拡張した正しい周波数帯域を
持つ波形で出力することができる。
【００３８】
　（実施の形態３）
　図５は、本発明の実施の形態３における圧縮オーディオ再生装置の構成を示すブロック
図である。
【００３９】
　５０４は図１の出力制御装置２０５を変更したもので、再生開始位置制御手段５０３の
指示に従い圧縮ストリーム復号手段２０４で復号化された再生ディジタルオーディオ信号
を音として出力するかどうかを制御できるようにした出力制御装置である。
【００４０】
　圧縮ストリーム制御手段２０３は、圧縮オーディオストリームを記録メディア２０１か
ら読み出し圧縮ストリーム復号手段２０４に送るストリーム読み出し制御手段５０１と、
圧縮ストリーム復号手段２０４により生成されたレジューム付加情報Ｉ(ｎ)を解析し符号
化情報フレームインデックスＡとフレームインデックスＮが一致した場合にのみ中断情報
格納メモリ２０２に書き込むレジューム付加情報書き込み判定手段５０２と、中断情報格
納メモリ２０２からレジューム情報を読み出し、ストリーム読み出し制御手段５０１に対
し符号化情報フレームインデックスＡが示すフレームからの読み出しを指示するとともに
出力制御装置５０４に対しフレームインデックスＮが示すフレームからの出力開始を指示
する再生開始位置制御手段５０３を有している。
【００４１】
　この実施の形態における符号化オーディオ信号再生装置の動作を図６，７を用いて説明
する。
【００４２】
　図６において、６０１は圧縮オーディオストリームＸの符号化フレームのフレーム番号
を示している。６０２は、符号化フレーム毎の圧縮オーディオストリームＸを示している
。６０３は、符号化フレーム毎に利用される符号化情報Ｈを示している。６０４は符号化
フレーム毎に圧縮ストリーム復号手段２０４により生成されるレジューム付加情報Ｉ(ｎ)
を示す。６０５はレジューム付加情報書き込み判定手段５０２によって中断情報格納メモ
リ２０２にレジューム付加情報Ｉ(ｎ)が書き込まれるタイミングを示す。６０６は、符号
化フレーム毎に圧縮ストリーム復号手段２０４から出力される再生ディジタルオーディオ
信号Ｙを示す。６０６の縦軸は周波数を、横軸は時間を各々示す。
【００４３】
　図６に示すように、圧縮ストリーム復号手段２０４によりレジューム付加情報Ｉ(ｎ)は
毎フレーム生成されているが、中断情報格納メモリ２０２へは符号化情報Ｈが多重化され
ているフレームを復号した場合にのみ書き込まれるようになり、中断情報格納メモリ２０
２へのバス負荷を低減できる。
【００４４】
　図７は符号化情報が多重化されていない符号化データＤ(３)から再生再開された場合の
例である。図７において、７０１は圧縮オーディオストリームＸの符号化フレームのフレ
ーム番号を示している。７０２は、符号化フレーム毎の圧縮オーディオストリームＸを示
している。７０３は、中断情報格納メモリ２０２にレジューム付加情報Ｉ(ｎ)が書き込ま
れるタイミングを示す。７０４は、符号化フレーム毎に圧縮ストリーム復号手段２０４か
ら出力制御装置５０４へ渡される復号信号Ｙを示し、７０５は、出力制御装置５０４から
外部へ出力される再生ディジタルオーディオ信号Ｚを示す。７０４及び７０５の縦軸は周
波数を、横軸は時間を各々示す。
【００４５】
　図７に示すように、中断情報格納メモリ２０２から読み出したレジューム付加情報Ｉ(
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ｎ)に示されるフレームインデックスの符号化データＤ(１)から圧縮ストリーム復号手段
２０４に投入されることになるため、符号化データＤ(１)の復号信号が出力制御装置５０
４に渡されているが、再生開始位置制御手段５０３により出力制御装置５０４に対しＤ(
３)の復号信号から再生オーディオ信号として出力するように指示することで、不要な復
号信号Ｙ(１)，Ｙ(２)を出力することなく、正しい再開位置であるＺ(３)から周波数帯域
ｆ１まで拡張した正しい周波数帯域を持つ波形で出力することができる。
【００４６】
　（実施の形態４）
　図８は本発明の実施の形態４における圧縮オーディオ再生装置の構成を示すブロック図
である。図８において８０４は、図５の再生開始位置制御手段５０３に代えて設けられ、
圧縮ストリーム復号手段２０４に再生開始フレームを通知できるようにした再生開始位置
制御手段である。
【００４７】
　圧縮ストリーム復号手段２０４は、圧縮オーディオストリームを解析し予め符号化情報
を抽出し記憶するとともにレジューム付加情報Ｉ(ｎ)を生成する符号化情報解析部８０１
と、符号化データを信号処理し復号化する信号処理部８０３と、再生開始位置制御手段８
０４からの指示と符号化情報解析部８０１にて抽出した符号化情報により不要フレームか
どうかを判断し不要な場合には符号化データを信号処理部８０３に供給しないように制御
するフレームスキップ回路８０２を有している。
【００４８】
　この実施の形態における圧縮オーディオ再生装置の動作を図９を用いて説明する。
【００４９】
　図９は、符号化データＤ(３)から再生再開された場合の動作を時系列に表したものであ
る。図９において、９０１は圧縮オーディオストリームＸの符号化フレームのフレーム番
号を示している。９０２は、再生再開後圧縮ストリーム復号手段２０４に投入される符号
化フレーム毎の圧縮オーディオストリームＸを示している。９０３は、符号化情報解析部
８０１によって符号化フレーム毎に生成されるレジューム付加情報Ｉ(ｎ)を示す。９０４
はフレームスキップ回路８０２によって不要フレームかどうかを判定された後に信号処理
部８０３によって復号された再生ディジタルオーディオ信号Ｙを示す。９０４の縦軸は周
波数を、横軸は時間を各々示す。
【００５０】
　図９に示すように、圧縮ストリーム復号手段２０４へはレジューム付加情報Ｉ(ｎ)に示
されるフレームインデックスの符号化データＤ(１)から順に投入されているが、フレーム
スキップ回路８０２により不要フレームとしてスキップされ信号処理部８０３へは再生再
開フレームである符号化データＤ(３)から投入することで、不要フレームＤ(１)，Ｄ(２)
の復号をすることなく、正しい再開位置であるＺ(３)から周波数帯域ｆ１まで拡張した正
しい周波数帯域を持つ波形で出力することができ、信号処理の処理負荷も低減できる。
【００５１】
　（実施の形態５）
　図１０は本発明の実施の形態５におけるレジューム付加情報Ｉ(ｎ)の構成例であり、入
力される圧縮オーディオストリームがＡＡＣ＋ＳＢＲの場合の例として、符号化情報フレ
ームインデックスＡと符号化情報Ｈの両方で構成した場合の図である。
【００５２】
　図１０において、レジューム付加情報Ｉ(ｎ)は符号化情報フレームインデックスＡとし
てＳＢＲヘッダが含まれている符号化フレームのフレームインデックスを用い、符号化情
報ＨとしてＳＢＲヘッダを解析して得られる再生ディジタルオーディオ信号Ｙの周波数拡
張に用いるパラメータ群で構成している。図１０のように構成した場合、中断情報格納メ
モリ２０２から直接符号化情報Ｈを取り出して圧縮ストリーム復号手段２０４で利用する
ようにし、圧縮ストリーム復号手段２０４へのストリーム投入を中断フレームから再開す
るようにしてもよい。
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【００５３】
　本実施例ではＡＡＣ＋ＳＢＲを例とし符号化情報フレームインデックスＡと符号化情報
Ｈの両方で構成したが、メモリ削減のために符号化情報フレームインデックスＡだけで構
成してもよい。また、ＭＰ３の場合も同様にして符号化情報フレームインデックスＡをメ
インデータの先頭が自フレーム内にある符号化フレームのフレームインデックスまたは当
該フレームのデコードに必要なメインデータの先頭を含む符号化フレームのフレームイン
デックスとすることでレジューム付加情報Ｉ(ｎ)を構成することで正しい位置からの再生
再開ができる。
【００５４】
　（実施の形態６）
　図１１は、本発明の実施の形態６におけるオーディオ記録再生装置を示すブロック図で
ある。
【００５５】
　図１１において、１１０１は時系列のディジタルオーディオ信号を符号化フレームを単
位として纏めた圧縮ストリームを格納できる記録メディアであり、１１０２は符号化情報
が多重化されているフレームのインデックスを保持する符号化情報インデックステーブル
であり、１１０３は入力された音声信号を圧縮ストリームに符号化する圧縮ストリーム符
号手段であり、１１０４は記録メディア１１０１から圧縮オーディオストリームを読み出
しを行い、再生再開指示を受けると記録メディア１１０１からの圧縮ストリーム読み出し
位置の決定と出力開始位置の決定を行う圧縮ストリ－ム制御手段であり、１１０５は圧縮
ストリーム制御手段１１０４により読み出された圧縮オーディオストリームをディジタル
オーディオ信号に復号するとともに得られた復号情報を圧縮ストリーム制御手段１１０４
に伝えることができる圧縮ストリーム復号手段であり、１１０６は再生開始位置信号Ｚの
指示に従い圧縮ストリーム復号手段１１０５で復号化された再生ディジタルオーディオ信
号を音として出力するかどうかを制御する出力制御装置である。
【００５６】
　本オーディオ記録再生装置の基本動作を図１２を用いて説明する。
【００５７】
　図１２は、本オーディオ記録再生装置で記録した圧縮オーディオストリームＸを再生す
る場合の説明である。図１２において、１２０１は圧縮オーディオストリームＸの符号化
フレームのフレーム番号を示している。１２０２は、圧縮ストリーム符号手段１１０３に
より符号化された圧縮ストリームＸを示している。１２０３は、圧縮ストリーム符号手段
１１０３で符号化情報Ｈを多重化したフレーム番号を示す。１２０４は、再生時に圧縮ス
トリーム復号手段１１０５に投入される圧縮ストリームのフレーム番号を示している。１
２０５は、符号化フレーム毎に圧縮ストリーム復号手段１１０５から出力された後、出力
制御装置１１０６により出力される再生ディジタルオーディオ信号Ｙを示す。１２０５の
縦軸は周波数を、横軸は時間を各々示す。
【００５８】
　図１２に示すように、圧縮オーディオストリームＸは、符号化データＤ(ｍ)[ｍ＝１，
２，３，…]と，符号化情報Ｈ(ｎ)[ｎ＝１，２，３，…]とを含んだものとなっている。
【００５９】
　圧縮ストリーム記録時に、圧縮ストリーム符号手段１１０３は、入力された音声信号Ｓ
を圧縮ストリームに符号化して記録メディア１１０１に格納するとともに、符号化情報Ｈ
を多重化したフレームインデックスを符号化情報インデックステーブル１１０２に記録す
る。
【００６０】
　圧縮ストリーム再生時には、圧縮ストリーム制御手段１１０４はフレームインデックス
符号化情報インデックステーブル１１０２に記録されているフレームインデックスから再
生開始位置Ｚの直前のフレームインデックスＫ(Ｋ＝３)を取得し、フレームインデックス
Ｋの位置から圧縮ストリームＸを圧縮ストリーム復号手段１１０５へ投入する。圧縮スト
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リーム復号手段１１０５は、圧縮ストリームＸを復号し、復号した再生オーディオ信号Ｙ
と復号したフレームインデックスＮを合わせて出力制御装置１１０６に伝送する。出力制
御装置１１０６は再生オーディオ信号ＹのフレームインデックスＮが再生再開位置Ｚ(Ｚ
＝５)と一致するかどうかの判定を行い、一致したフレーム以降の再生オーディオ信号Ｙ(
ｎ)[ｎ＝５，６，７，…]を出力する。
【００６１】
　自ら記録した圧縮オーディオを再生する場合に、符号化情報Ｈが多重化されていないフ
レームＤ(ｍ)[ｍ＝２，４，５，７，８]から再生された場合でも再生オーディオ信号Ｙ(
２)，Ｙ(４)，Ｙ(７)，Ｙ(８)を周波数帯域ｆ１まで拡張した正しい周波数帯域を持つ波
形で出力することができる。
【００６２】
　（実施の形態７）
　図１３は本発明の実施の形態７におけるオーディオ記録再生装置を示す図である。
【００６３】
　図１３において、１３０１は圧縮ストリームから非同期に多重化された符号化情報を検
出しそのフレーム位置を符号化情報インデックステーブル１１０２に書き込む符号化情報
検出部であり、１３０２は復号する圧縮ストリームに関するインデックス情報が符号化情
報インデックステーブル１１０２にすでに存在するかを判定するインデックステーブル判
定部であり、１３０３は圧縮ストリームを復号する圧縮ストリーム復号部である。
【００６４】
　この実施の形態におけるオーディオ記録再生装置の動作を図１４，図１５を用いて説明
する。
【００６５】
　図１４は圧縮オーディオＸ(ｎ)[ｎ＝１，２，３]と、符号化情報インデックステーブル
１１０２の内容の対応を示している。図１４(ａ)は圧縮オーディオＸ(ｎ)[ｎ＝１，２，
３]を示している。図１４(ｂ)は圧縮ストリームＸ(３)を再生する前の符号化情報インデ
ックステーブル１１０２の内容を示す。図１４(ｃ)は圧縮ストリームＸ(３)の再生後の符
号化情報インデックステーブル１１０２の内容を示す。
【００６６】
　図１５は２回目以降の圧縮オーディオＸ(３)の再生を説明する図である。図１５におい
て、１５０１は圧縮オーディオＸ(３)を示す。１５０２は、再生時に圧縮ストリーム復号
手段に投入される圧縮ストリームのフレーム番号を示している。１５０３は、符号化フレ
ーム毎に圧縮ストリーム復号手段１１０５から出力された後、出力制御装置１１０６によ
り出力される再生ディジタルオーディオ信号Ｙを示す。１５０３の縦軸は周波数を、横軸
は時間を各々示す。
【００６７】
　圧縮ストリームＸ(３)の初回再生時に、圧縮ストリーム制御手段１１０４は圧縮ストリ
ーム復号部１３０３とインデックステーブル判定部１３０２と符号化情報検出部１３０１
に圧縮ストリームＸ(３)を投入する。インデックステーブル判定部１３０２は投入された
圧縮ストリームＸ(３)に対応するインデックステーブルが符号化情報インデックステーブ
ル１１０２に存在するかどうかを判定し、判定結果を符号化情報検出部１３０１に与える
。符号化情報検出部１３０１は圧縮ストリームＸ(３)に対応するインデックステーブルが
存在しないと判定されたため圧縮ストリームＸ(３)から符号化情報の検出を行い、図１４
(ｃ)に示すように、符号化情報の検出位置をもとにした圧縮ストリームＸ(３)に対応する
インデックステーブルを符号化情報インデックステーブル１１０２に生成する。
【００６８】
　２回目以降の圧縮ストリームＸ(３)の再生では、圧縮ストリーム制御手段１１０４は符
号化情報インデックステーブル１１０２に記録されている圧縮ストリームＸ(３)に対応す
るインデックステーブルから再生開始位置Ｚ(Ｚ＝４)の直前のフレームインデックスＫ(
Ｋ＝３)を取得し、１５０２で示すように取得したフレームインデックスＫ(Ｋ＝３)から
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圧縮ストリームＸを圧縮ストリーム復号手段１１０５へ投入する。圧縮ストリーム復号手
段１１０５は、圧縮ストリーム復号部１３０３により圧縮ストリームＸを復号し、復号し
た再生オーディオ信号Ｙと復号したフレームインデックスＮを合わせて出力制御装置１１
０６に伝送する。出力制御装置１１０６は再生オーディオ信号Ｙのフレームインデックス
Ｎが再生再開位置Ｚ(Ｚ＝４)と一致するかどうかの判定を行い、１５０３で示すように一
致したフレーム以降の再生オーディオ信号Ｙ(ｎ)[ｎ＝４，５，６，７，…]を出力する。
【００６９】
　このように本オーディオ記録再生装置以外で記録された圧縮ストリームを再生する場合
に、初回再生時に符号化情報インデックステーブルを生成し、２回目以降の再生において
は符号化情報Ｈが多重化されていないフレームからから再生された場合でも再生オーディ
オ信号を周波数帯域ｆ１まで拡張した正しい周波数帯域を持つ波形で出力することができ
る。
【００７０】
　（実施の形態８）
　図１６は本発明の実施の形態８におけるオーディオ再生機器の例である。
【００７１】
　図１６において、１６０１は圧縮オーディオコンテンツを記録できる記録メディアであ
る。図面では機器から取り出せるメディアとして記載しているが、SDカードのような機器
から取り出し可能なフラッシュメモリや光ディスク実現しても良いし、機器に内蔵された
HDD等で実現しても良い。１６０２は圧縮オーディオ再生機器であり、機器内部の構成要
素は実施の形態１から７に記載したオーディオ再生装置の内少なくともどれか１つを含む
ように構成される。１６０３はヘッドフォンのようなスピーカー装置である。このように
オーディオ再生機器を構成することで、再生を一旦中断した後に再開させた場合にも、再
生されない区間なく即座に正しい周波数帯域まで拡張された出力オーディオ信号を得るこ
とができる。
【００７２】
　上記の実施の形態の説明における符号化オーディオ信号再生装置の各構成ブロックの処
理は、ソフトウェアプログラムによってコンピュータ又は、デジタルシグナルプロセッサ
(ＤＳＰ)上で実現することも可能である。
【００７３】
　また、上記の説明では、AAC+SBRの様な帯域拡張技術を用いて生成される符号化オーデ
ィオ信号のうち、共通帯域拡張データを一部の符号化フレームに分散し符号化情報として
いるが、MP3の様にコア符号化処理のみを利用して生成される符号化オーディオ信号のう
ち、コア符号化データを復号化するために用いる符号化パラメーターを一部の符号化フレ
ームに分散して多重化する符号化情報として行う場合も同様に考えることができる。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明は、時系列で連続する符号化フレームの途中の符号化フレームから復号化処理を
行う場合や、早送り再生で符号化フレームを間引いて復号化処理を行う場合において、符
号化情報が多重化されない符号化フレームの復号化時にも、非同期に多重化された符号化
情報に基づいて復号化でき、電源断などで再生が中断した後に中断した箇所から再生再開
する機能を持つ符号化オーディオ再生装置や、符号化フレームを間引いて再生する早送り
再生などの特殊再生をする機能を持つ符号化オーディオ再生装置に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の第１実施の形態におけるオーディオ再生装置の構成ブロック図である。
【図２】本発明の第２実施の形態におけるオーディオ再生装置の構成ブロック図である。
【図３】本発明の第２実施の形態における圧縮オーディオストリームと符号化フレーム毎
に適用される符号化情報を示す説明図である。
【図４】本発明の第２実施の形態におけるレジューム付加情報の構成例を示す説明図であ
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【図５】本発明の第３実施の形態におけるオーディオ再生装置の構成ブロック図である。
【図６】本発明の第３実施の形態における圧縮オーディオストリームと符号化フレーム毎
に適用される符号化情報を示す説明図である。
【図７】本発明の第３実施の形態における再生再開時の圧縮オーディオストリームと符号
化フレーム毎に適用される符号化情報を示す説明図である。
【図８】本発明の第４実施の形態におけるオーディオ再生装置の構成ブロック図である。
【図９】本発明の第４実施の形態における再生再開時の圧縮オーディオストリームと符号
化フレーム毎に適用される符号化情報を示す説明図である。
【図１０】本発明の第５実施の形態におけるレジューム付加情報の構成例を示す説明図で
ある。
【図１１】本発明の第６実施の形態におけるオーディオ記録再生装置の構成ブロック図で
ある。
【図１２】本発明の第６実施の形態におけるオーディオ記録再生装置で記録した圧縮オー
ディオストリームの再生方法の説明図である。
【図１３】本発明の第６実施の形態におけるオーディオ記録再生装置の構成ブロック図で
ある。
【図１４】本発明の第７実施の形態における符号化情報インデックステーブルと圧縮スト
リームとの関係を示す説明図である。
【図１５】本発明の第７実施形態における圧縮オーディオ再生方法を示す説明図である。
【図１６】本発明の第８の実施の形態におけるオーディオ再生機器の構成図である。
【図１７】従来のオーディオ再生装置の構成ブロック図である。
【図１８】従来の圧縮オーディオ再生装置における再生再開時の圧縮オーディオストリー
ムと符号化フレーム毎の符号化情報及び出力波形の周波数を示す図である。
【符号の説明】
【００７６】
１０１，２０１,１１０１，１６０１　記録メディア
２０２，１６０２　中断情報格納メモリ
１０２，２０３，１１０４，１６０３　圧縮ストリーム制御手段
１０３，２０４，１１０５，１６０４　圧縮ストリーム復号手段
１０４，２０５，５０４，１１０６　出力制御装置
５０１　ストリーム読み出し制御手段
５０２　レジューム付加情報書き込み判定手段
５０３　再生開始位置制御手段
８０１　符号化情報解析部
８０２　フレームスキップ回路
８０３　信号処理部
１１０２　符号化情報インデックステーブル
１１０３　圧縮ストリーム符号手段
１３０１　符号化情報検出部
１３０２　インデックステーブル判定部
１３０３　圧縮ストリーム復号部
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