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(57)【要約】
【課題】データ種別の異なる音楽データをデータ種別毎
に最適化されたハフマンテーブルを用いて圧縮処理し、
高品質と高圧縮率を達成する事のできるデータ圧縮装置
を提供する。
【解決手段】入力された音楽データを所定の音声圧縮規
格に準拠して量子化し、ビット列データとして出力する
量子化手段と、前記音楽データの種別に応じた複数のハ
フマンテーブルと、前記音楽データの種別を解析する解
析手段と、前記解析手段の解析結果に基づいて複数の前
記ハフマンテーブルから一つを選択する選択手段と、前
記選択手段によって選択された前記ハフマンテーブルに
基づいて前記ビット列データをハフマン符号化して出力
する符号化処理手段とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された音楽データを所定の音声圧縮規格に準拠して量子化し、ビット列データとし
て出力する量子化手段と、
　前記音楽データの種別に応じた複数のハフマンテーブルと、
　前記音楽データの種別を解析する解析手段と、
　前記解析手段の解析結果に基づいて複数の前記ハフマンテーブルから一つを選択する選
択手段と、
　前記選択手段によって選択された前記ハフマンテーブルに基づいて前記ビット列データ
をハフマン符号化して出力する符号化処理手段と
を備えるデータ圧縮装置。
【請求項２】
　複数の前記ハフマンテーブルは、
　少なくともクラシック用ハフマンテーブルと、
　ジャズ用ハフマンテーブルと、
　ポップス用ハフマンテーブルと
からなる事を特徴とする請求項１に記載のデータ圧縮装置。
【請求項３】
　前記音楽データの種別に応じた聴覚心理モデルに基づいて前記音楽データから不要な周
波数成分を除去する聴覚心理モデル処理部を更に備えた事を特徴とする請求項１又は２に
記載のデータ圧縮装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハフマン符号化によるデータ圧縮技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、データ圧縮における符号化アルゴリズムとしてハフマン符号化が一般的に用いら
れている。例えば、音声圧縮規格であるＭＰ３(MPEG Audio Layer 3)，ＡＡＣ(Advanced 
Audio Coding)、画像圧縮規格であるＪＰＥＧ(Joint Photographic Experts Group)，Ｍ
ＰＥＧ(Moving Picture Experts Group)においてはハフマン符号化が用いられている。
【０００３】
　ハフマン符号化とは、出現率が高い情報には短い符号を割り当て、出現率の低い情報に
は長い符号を割り当てる符号化方式であり、この判定はハフマンテーブルに基づいて行わ
れる。
【０００４】
　ここで、図３を参照して音楽信号のデータ圧縮装置の一例について説明する。
　図３は、音楽信号のデータ圧縮装置のブロック図である。図３（ａ）は、ＭＰ３規格の
データ圧縮装置のブロック図、図３（ｂ）は、ＡＡＣ規格のデータ圧縮装置のブロック図
である。
【０００５】
　図３（ａ）に示したＭＰ３規格のデータ圧縮装置は、フィルターバンク１０、ＭＤＣＴ
(Modified Discrete Cosine Transform；変形離散コサイン変換)部１１、非線形量子化部
１２、ハフマン符号化部１３、周波数解析部１４、聴覚心理モデル処理部１５から構成さ
れる。
【０００６】
　データ圧縮装置に入力された音楽データは、まずフィルターバンク１０で周波数帯域ご
とに分割され、次にＭＤＣＴ部１１で周波数スペクトルに変換される。その後、非線形量
子化部１２で量子化されてビット列データに変換され、このビット列データはハフマン符
号化部１３でハフマン符号化されて圧縮され、出力される。
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【０００７】
　また、上述の処理と並行して、音楽データは周波数解析部１４で周波数解析され、聴覚
心理モデル処理部１５において人間の聴覚心理特性を反映した聴覚心理モデルに基づいて
音楽データの不要な周波数成分を計算する。そして、ＭＤＣＴ部１１と非線形量子化部１
２は、その結果に基づいて不要な周波数成分を除去する。
【０００８】
　ここで、聴覚心理モデル処理部１５において、データ種別（ジャンル）の異なる音楽デ
ータにそれぞれ最適な処理を行うために、複数の聴覚心理モデルを用意してその中から最
適な聴覚心理モデルを選択して処理する技術が開示されている（特許文献１参照）。
【０００９】
　次に、図４を参照して前述のハフマン符号化部１３について説明する。
　図４は、従来のハフマン符号化部のブロック図である。ハフマン符号化部１３は、ハフ
マン符号化処理部２０とハフマンテーブル（固定）２１とから構成される。
　前述のように、入力されたデータは、ハフマンテーブル（固定）２１に基づいてハフマ
ン符号化処理部２０によってハフマン符号化されて出力される。
【００１０】
　同図に示すように、ＪＰＥＧ以外の規格では、データ種別に関係なく固定のハフマンテ
ーブルが用いられてハフマン符号化される。
　また、図３（ｂ）に示したＡＡＣ規格のデータ圧縮装置においてもハフマン符号化部１
３の動作は上述した動作と同一であり、固定のハフマンテーブルが用いられている。
【特許文献１】特開２００２－１４９１９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上述の従来技術に係るデータ圧縮装置によれば、クラシック、ジャズ、
ポップスなどのジャンルを表すデータ種別が異なる音楽データ（即ち周波数分布が異なる
音楽データ）であっても、それらに対して全て同一のハフマンテーブルに基づいて同様な
圧縮処理を行うため、ジャンル毎に特有な周波数成分を必ずしも適切に圧縮することがで
きず、従って品質が劣化して圧縮率も低下するという問題があった。
【００１２】
　本発明は上記事情を考慮してなされたもので、その目的は、データ種別の異なる音楽デ
ータをデータ種別毎に最適化されたハフマンテーブルを用いて圧縮処理し、高品質と高圧
縮率を達成する事のできるデータ圧縮装置を提供する事である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係るデータ圧縮装置は、入力された音楽データを所定の音声圧縮規格に準拠し
て量子化し、ビット列データとして出力する量子化手段と、前記音楽データの種別に応じ
た複数のハフマンテーブルと、前記音楽データの種別を解析する解析手段と、前記解析手
段の解析結果に基づいて複数の前記ハフマンテーブルから一つを選択する選択手段と、前
記選択手段によって選択された前記ハフマンテーブルに基づいて前記ビット列データをハ
フマン符号化して出力する符号化処理手段とを備える。
【００１４】
　上記データ圧縮処理装置において、複数の前記ハフマンテーブルは、少なくともクラシ
ック用ハフマンテーブルと、ジャズ用ハフマンテーブルと、ポップス用ハフマンテーブル
とからなる事を特徴とする。
【００１５】
　上記データ圧縮処理装置において、前記音楽データの種別に応じた聴覚心理モデルに基
づいて前記音楽データから不要な周波数成分を除去する聴覚心理モデル処理部を更に備え
た事を特徴とする。
【発明の効果】
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【００１６】
　本発明によれば、音楽データのデータ種別に応じて最適化したハフマンテーブルを複数
用意し、符号化すべき音楽データのデータ種別に合わせて最適なハフマンテーブルを選択
して音楽データを符号化する様にしたので、データ種別毎に特有な周波数成分を適切に圧
縮でき、高品質と高圧縮率を達成できるデータ圧縮装置が提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図１、２を参照して本発明の一実施形態について説明する。
　図１は、本実施形態に係る音楽信号のデータ圧縮装置のブロック図である。図１（ａ）
は、ＭＰ３規格のデータ圧縮装置のブロック図、図１（ｂ）は、ＡＡＣ規格のデータ圧縮
装置のブロック図である。
【００１８】
　まず、図１（ａ）について説明し、図１（ｂ）については後述する。
　図１（ａ）に示したＭＰ３規格のデータ圧縮装置は、フィルターバンク１０、ＭＤＣＴ
部１１、非線形量子化部１２、周波数解析部１４、聴覚心理モデル処理部１５、ハフマン
符号化部３０、ＣＰＵ（Central Processing Unit）５０、音楽データ種別解析部６０か
ら構成される。
【００１９】
　本データ圧縮装置に入力された音楽データは、まずフィルターバンク１０で周波数帯域
ごとに分割され、次にＭＤＣＴ部１１で周波数スペクトルに変換される。その後、このデ
ータは、非線形量子化部１２で量子化されてビット列データに変換される。
【００２０】
　また、上述の動作と並行して、音楽データは周波数解析部１４で周波数解析され、その
結果により聴覚心理モデル処理部１５において人間の聴覚心理特性を反映した聴覚心理モ
デルに基づいて音楽データの不要な周波数成分を計算する。そして、その結果に基づいて
、ＭＤＣＴ部１１と非線形量子化部１２は不要な周波数成分を除去する。
【００２１】
　つまり、これらは入力された音楽データをＭＰ３規格に準拠して量子化し、ビット列デ
ータとして出力するように動作する。この動作は、従来技術に係るＭＰ３規格のデータ圧
縮装置と同一である。
　これらのフィルターバンク１０、ＭＤＣＴ部１１、非線形量子化部１２、周波数解析部
１４、聴覚心理モデル処理部１５は、本発明における量子化手段として機能する。
【００２２】
　次に、量子化されたビット列データは、ハフマン符号化部３０でハフマン符号化されて
圧縮され、出力される。
　なお、ＣＰＵ５０はデータ圧縮装置の各部を制御するものである。また、後述するよう
に、音楽データ種別解析部６０は入力された音楽データの種別を解析するものであり、本
発明における解析手段として機能する。
【００２３】
　次に、ハフマン符号化部３０について以下に詳細に説明する。
　図２は、本実施形態に係るハフマン符号化部のブロック図である。
　ハフマン符号化部３０は、ハフマン符号化処理部２０、クラシック用ハフマンテーブル
３１、ジャズ用ハフマンテーブル３２、ポップス用ハフマンテーブル３３、その他ハフマ
ンテーブル３４、セレクタ３５から構成され、データ種別毎に最適化された複数個のハフ
マンテーブルから一つを選択して符号化処理する事が特徴である。
【００２４】
　ここで、ハフマン符号化処理部２０は、入力データをハフマンテーブルに基づいてハフ
マン符号化して出力するものである。クラシック用ハフマンテーブル３１は、クラシック
音楽用に最適化されたハフマンテーブルであり、同様にジャズ用ハフマンテーブル３２は
、ジャズ音楽用に最適化され、ポップス用ハフマンテーブル３３は、ポップス音楽用に最
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適化され、その他ハフマンテーブル３４は、その他の音楽用に最適化されたハフマンテー
ブルである。これらは、セレクタ３５のそれぞれの入力部に接続される。
【００２５】
　セレクタ３５は、出力部がハフマン符号化処理部２０に接続され、ＣＰＵ５０または音
楽データ種別解析部６０から入力される選択信号に基づいて上記ハフマンテーブルから何
れか１つを選択してハフマン符号化処理部２０に接続するものである。
　このセレクタ３５は、本発明における選択手段として機能する。
【００２６】
　上述の各ハフマンテーブルは、予め取得したクラシック、ジャズ、ポップスなどのジャ
ンルを表すデータ種別毎の音楽データの周波数成分やビットパターン等の統計に基づき、
ハフマン符号化を行った際にそれぞれのデータ種別において最適な品質と高い圧縮率が得
られるようにデータ種別に応じて最適化したものである。なお、最適化するデータ種別は
上記のジャンルのみに限られず、また複数のハフマンテーブルを設ける事もできる。
【００２７】
　次に、本ハフマン符号化部３０の動作を説明する。音楽データをハフマン符号化する際
に、圧縮オプションとして音楽データのデータ種別を指定可能にしておく。そして、以下
の３種類の選択方法の何れかを用いて音楽データのデータ種別を指定する事で、ＣＰＵ５
０または音楽データ種別解析部６０が選択信号をセレクタ３５に入力して最適なハフマン
テーブルを選択する。
【００２８】
　第１の選択方法は、音楽データ種別解析部６０等の解析手段を用いて、入力された音楽
データをオーディオデータ解析して周波数特性等を求め、その結果に基づいて最適なハフ
マンテーブルを選択する方法である。
【００２９】
　この第１の選択方法について、以下に詳細に説明する。まず、データ圧縮装置に入力さ
れた音楽データは、データ圧縮の過程でフィルターバンク１０によって周波数帯域ごとに
分割されるので、音楽データ種別解析部６０はこの周波数帯域ごとに分割された信号を信
号処理して音楽データの周波数特性カーブを求める。次に、音楽データ種別解析部６０は
、求めた周波数特性カーブと上述した各ハフマンテーブル３１～３４のデータ種別に対応
する周波数特性カーブとを比較することにより、最も周波数特性カーブの形状が似ている
データ種別を選択して、選択信号をハフマン符号化部３０に対して出力する。つまり、音
楽データ種別解析部６０は入力された音楽データの種別を解析する。
　これらの処理により、入力された音楽データのデータ種別に応じた最適なハフマンテー
ブルが選択される。
【００３０】
　なお、各ハフマンテーブル３１～３４のデータ種別に対応する周波数特性カーブは、予
め各データ種別に属する複数の音楽データについて統計を取って求めた周波数特性カーブ
を用いる。または、この周波数特性カーブとして、例えば音楽信号の音質を変更するため
に用いられる市販のイコライザーが備える様な音楽ジャンル毎（例えば、ポップス、ジャ
ズ等）のイコライザーカーブ（周波数特性カーブ）を利用しても良い。
【００３１】
　次に、他の２種類の選択方法について説明する。第２の選択方法は、符号化する際に入
力する音楽データのデータ種別をユーザが指定して、その指定によりＣＰＵ５０が選択信
号をセレクタ３５に出力し、所定のハフマンテーブルを選択する方法である。
【００３２】
　また、第３の選択方法は、ＣＰＵ５０等の制御手段を用いて、入力された音楽データを
データ圧縮装置が備える全てのハフマンテーブルにより符号化して、その結果を基に最も
圧縮率の高いハフマンテーブルを選択する方法である。
　このようにして選択されたハフマンテーブルの情報は圧縮されたデータ中に埋め込まれ
、どのハフマンテーブルで圧縮されたものであるか判別できる。
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【００３３】
　以上に述べたように、本ハフマン符号化部３０を用いる事によって、前述の図１（ａ）
に示したデータ圧縮装置は音楽のデータ種別に適合した最適なハフマン符号化を行い、高
品質と高圧縮率が実現できる。
【００３４】
　また、ハフマン符号化部３０に加えて、ハフマン符号化の前処理で用いられる聴覚心理
モデルも音楽データのデータ種別に応じて最適化したものを複数用意して選択するように
すれば、データ種別に応じた聴覚心理モデル処理を行なう事ができる。従って、さらに最
適化された符号化が実行でき、より高品質と高圧縮率が実現できる。
　この場合、聴覚心理モデルの選択方法には、前述の３種類の方法を用いても良い。
【００３５】
　次に、図１（ｂ）に戻りＡＡＣ規格のデータ圧縮装置について説明する。図１（ｂ）に
示したＡＡＣ規格のデータ圧縮装置は、フィルターバンク１０、ＭＤＣＴ部１１、非線形
量子化部１２、周波数解析部１４、聴覚心理モデル処理部１５、時間領域雑音整形部１６
、後方予測部１７、ハフマン符号化部３０、ＣＰＵ５０、音楽データ種別解析部６０から
構成される。
　本データ圧縮装置は、ＡＡＣ規格に準拠してデータを圧縮する点以外は図１（ａ）を用
いて説明したデータ圧縮装置と同一の動作をするものである。
【００３６】
　フィルターバンク１０、ＭＤＣＴ部１１、非線形量子化部１２、周波数解析部１４、聴
覚心理モデル処理部１５、時間領域雑音整形部１６、後方予測部１７は、入力された音楽
データをＡＡＣ規格に準拠して量子化し、ビット列データとして出力するものである。こ
の動作は、従来技術に係るＡＡＣ規格のデータ圧縮装置と同一である。
【００３７】
　これらのフィルターバンク１０、ＭＤＣＴ部１１、非線形量子化部１２、周波数解析部
１４、聴覚心理モデル処理部１５、時間領域雑音整形部１６、後方予測部１７は、本発明
における量子化手段として機能する。
【００３８】
　次に、この量子化された音楽データが入力されたハフマン符号化部３０は、図２を用い
て説明した様に音楽データのデータ種別に合わせて選択されたハフマンテーブルに基づい
てハフマン符号化を行う。ここで、前述した３種類の選択方法の何れかを用いて音楽デー
タのデータ種別を指定する事で、ＣＰＵ５０または音楽データ種別解析部６０が選択信号
をセレクタ３５に入力して最適なハフマンテーブルを選択する。従って、本データ圧縮装
置においても音楽のデータ種別に適合した最適なハフマン符号化が実行でき、高品質と高
圧縮率が実現できる。
【００３９】
　以上、本発明の実施形態を詳述してきたが、具体的な構成は本実施形態に限られるもの
ではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の実施形態に係る音楽信号のデータ圧縮装置のブロック図である。
【図２】同上のハフマン符号化部のブロック図である。
【図３】従来技術に係る音楽信号のデータ圧縮装置のブロック図である。
【図４】同上のハフマン符号化部のブロック図である。
【符号の説明】
【００４１】
１０；フィルターバンク、１１；ＭＤＣＴ部、１２；非線形量子化部、１３、３０；ハフ
マン符号化部、１４；周波数解析部、１５；聴覚心理モデル処理部、１６；時間領域雑音
整形部、１７；後方予測部、２０；ハフマン符号化処理部、２１；ハフマンテーブル（固
定）、３１；クラシック用ハフマンテーブル、３２；ジャズ用ハフマンテーブル、３３；
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ポップス用ハフマンテーブル、３４；その他ハフマンテーブル、３５；セレクタ、５０：
ＣＰＵ、６０；音楽データ種別解析部。

【図１】 【図２】
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