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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタルデータを符号化する方法において、
　（ａ）デジタルデータを帯域拡張符号化し、帯域制限データおよび帯域拡張情報を生成
する段階と、
　（ｂ）前記帯域制限データを、ビット率を調節できるように、基底階層と少なくとも１
つの上位階層とを有する階層構造に符号化する段階と、
　（ｃ）符号化された前記帯域制限データと前記帯域拡張情報とを多重化する段階とを含
み、前記（ｂ）段階は、
　（ｂ２１）前記基底階層に対するスケールファクタ情報及びコーディングモデル情報を
含む付加情報を符号化する段階と、
　（ｂ２２）前記基底階層に対する複数個の量子化サンプルを前記コーディングモデル情
報を参照してビット分割符号化する段階と、
　（ｂ２３）あらかじめ決定された複数個の階層に対する符号化が完了するまで次の上位
階層に対して前記（ｂ２１）段階及び（ｂ２２）段階を反復して行う段階とを含むことを
特徴とする符号化方法。
【請求項２】
　前記（ｃ）段階は、
　前記符号化された帯域制限データのうち、はじめに、前記基底階層に対するデータが配
置され、次に、前記帯域拡張情報が配置され、次に、残りの上位階層にするデータが配置
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される順序で多重化する、ことを特徴とする請求項１に記載の符号化方法。
【請求項３】
　前記（ｃ）段階は、
　はじめに、前記帯域拡張情報が配置され、次に、前記符号化された帯域制限データのう
ち前記基底階層に対するデータが配置され、次に、残りの上位階層に対するデータが配置
される順序で多重化する、ことを特徴とする請求項１に記載の符号化方法。
【請求項４】
　オーディオデータを符号化する方法において、
　（ａ）オーディオデータを帯域拡張符号化して帯域制限オーディオデータを出力して帯
域拡張情報を生成する段階と、
　（ｂ）前記帯域制限データをビット率を調節可能に基底階層と少なくとも１つの上位階
層とを有する階層構造に符号化する段階と、
　（ｃ）符号化された帯域制限オーディオデータと前記帯域拡張情報とを多重化する段階
とを含み、
　前記（ｂ）段階は、
　（ｂ２１）前記基底階層に対するスケールファクタ情報及びコーディングモデル情報を
含む付加情報を符号化する段階と、
　（ｂ２２）前記基底階層に対する複数個の量子化サンプルを前記コーディングモデル情
報を参照してビット分割符号化する段階と、
　（ｂ２３）あらかじめ決定された複数個の階層に対する符号化が完了するまで次の上位
階層に対して前記（ｂ２１）段階及び（ｂ２２）段階を反復して行う段階とを含むことを
特徴とする符号化方法。
【請求項５】
　前記（ｃ）段階は、
　前記符号化された帯域制限オーディオデータのうち、はじめに、前記基底階層に対する
データが配置され、次に、前記帯域拡張情報が配置され、次に、残りの上位階層に対する
データが配置される順序で多重化する段階であることを特徴とする請求項４に記載の符号
化方法。
【請求項６】
　前記（ｃ）段階は、
　はじめに、前記帯域拡張情報が配置され、次に、前記符号化された帯域制限オーディオ
データのうち前記基底階層に対するデータが配置され、次に、残りの上位階層に対するデ
ータが配置される順序で多重化する段階であることを特徴とする請求項４に記載の符号化
方法。
【請求項７】
　デジタルデータを復号化する方法において、
　（ａ）入力されたビットストリームを逆多重化し、基底階層と少なくとも１つの上位階
層とを有する階層構造に符号化された帯域制限データと帯域拡張情報とを抽出する段階と
、
　（ｂ）少なくとも基底階層に対する前記帯域制限データを復号化する段階と、
　（ｃ）復号化されたデータのもとで前記帯域拡張情報を参照し、前記復号化されたデー
タがカバーしない少なくとも一部の帯域のデジタルデータを生成し、前記復号化されたデ
ータに付加する段階とを含み、
　前記（ｂ）段階は、
　（ｂ２１）前記基底階層に対するスケールファクタ情報及びコーディングモデル情報を
含む付加情報を復号化する段階と、
　（ｂ２２）前記基底階層に対する複数個の量子化サンプルを前記コーディングモデル情
報を参照してビット分割復号化する段階と、
　（ｂ２３）あらかじめ決定された複数個の階層に対する復号化が完了するまで次の上位
階層に対して前記（ｂ２１）段階及び（ｂ２２）段階を反復して行う段階とを含むことを
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特徴とする復号化方法。
【請求項８】
　前記（ａ）段階は、
　前記ビットストリームから、はじめに、前記基底階層に対するデータを抽出し、次に、
前記帯域拡張情報を抽出し、次に、残りの上位階層に対するデータを抽出する順序で逆多
重化する、ことを特徴とする請求項７に記載の復号化方法。
【請求項９】
　前記（ａ）段階は、前記ビットストリームから、はじめに、前記帯域拡張情報を抽出し
、次に、前記基底階層に対するデータを抽出し、次に、残りの上位階層に対するデータを
抽出する順序で逆多重化する、ことを特徴とする請求項７に記載の復号化方法。
【請求項１０】
　オーディオデータを復号化する方法において、
　（ａ）入力されたオーディオビットストリームを逆多重化して、基底階層と少なくとも
１つの上位階層とを有する階層構造に符号化された帯域制限オーディオデータと帯域拡張
情報とを抽出する段階と、
　（ｂ）少なくとも基底階層に対する前記帯域制限オーディオデータを復号化する段階と
、
　（ｃ）復号化されたオーディオデータのもとで前記帯域拡張情報を参照し、前記復号化
されたオーディオデータがカバーしない少なくとも一部帯域のオーディオデータを生成し
、前記復号化されたオーディオデータに付け加える段階を含み、
　前記（ｂ）段階は、
　（ｂ２１）前記基底階層に対するスケールファクタ情報及びコーディングモデル情報を
含む付加情報を復号化する段階と、
　（ｂ２２）前記基底階層に対する複数個の量子化サンプルを前記コーディングモデル情
報を参照してビット分割復号化する段階と、
　（ｂ２３）あらかじめ決定された複数個の階層に対する復号化が完了するまで次の上位
階層に対して前記（ｂ２１）段階及び（ｂ２２）段階を反復して行う段階とを含むことを
特徴とする復号化方法。
【請求項１１】
　前記（ａ）段階は、
　前記ビットストリームから、はじめに、前記基底階層に対するデータを抽出し、次に、
前記帯域拡張情報を抽出し、次に、残りの上位階層に対するデータを抽出する順序で逆多
重化する段階であることを特徴とする請求項１０に記載の復号化方法。
【請求項１２】
　前記（ａ）段階は、
　前記ビットストリームから、はじめに、前記帯域拡張情報を抽出し、次に、前記基底階
層に対するデータを抽出し、次に、残りの上位階層に対するデータを抽出する順序で逆多
重化する段階であることを特徴とする請求項１０に記載の復号化方法。
【請求項１３】
　デジタルデータを符号化する装置において、
　デジタルデータを帯域拡張符号化し、帯域制限データおよび帯域拡張情報を生成する帯
域拡張符号化器と、
　前記帯域制限データを、ビット率を調節できるように、基底階層と少なくとも１つの上
位階層とを有する階層構造に符号化する細粒度拡張符号化器と、
　符号化された帯域制限データと前記帯域拡張情報とを多重化する多重化器とを含み、
　前記細粒度拡張符号化器は、前記基底階層に対するスケールファクタ情報及びコーディ
ングモデル情報を含む付加情報を符号化し、前記基底階層に対する複数個の量子化サンプ
ルを前記コーディングモデル情報を参照してビット分割符号化し、あらかじめ決定された
複数個の階層に対する符号化が完了するまで次の上位階層に該当するスケールファクタ情
報及びコーディングモデル情報を含む付加情報を符号化し、次の上位階層に該当する複数
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個の量子化サンプルをビット分割符号化することを特徴とする符号化装置。
【請求項１４】
　前記多重化器は、
　前記符号化された帯域制限データのうち、はじめに、前記基底階層に対するデータが配
置され、次に、前記帯域拡張情報が配置され、次に、残りの上位階層に対するデータが配
置される順序で多重化する、ことを特徴とする請求項１３に記載の符号化装置。
【請求項１５】
　前記多重化器は、
　はじめに、前記帯域拡張情報が配置され、次に、前記符号化された帯域制限データのう
ち、前記基底階層に対するデータが配置され、次に、残りの上位階層に対するデータが配
置される順序で多重化する、ことを特徴とする請求項１３に記載の符号化装置。
【請求項１６】
　オーディオデータを符号化する装置において、
　オーディオデータを帯域拡張符号化し、帯域制限オーディオデータおよび帯域拡張情報
を生成する帯域拡張符号化器と、
　前記帯域制限データをビット率を調節できるように、基底階層と少なくとも１つの上位
階層とを有する階層構造に符号化する細粒度拡張符号化器と、
　符号化された帯域制限オーディオデータと前記帯域拡張情報とを多重化する多重化器と
を含み、
　前記細粒度拡張符号化器は、前記基底階層に対する付加情報を符号化して前記基底階層
に対する複数個の量子化サンプルをビット分割符号化し、あらかじめ決定された複数個の
階層に対する符号化が完了するまで次の上位階層に該当する付加情報及び複数個の量子化
サンプルをビット分割符号化することを特徴とする符号化装置。
【請求項１７】
　前記多重化器は、
　前記符号化された帯域制限オーディオデータのうち、はじめに、前記基底階層に対する
データが配置され、次に、前記帯域拡張情報が配置され、次に、残りの上位階層に対する
データが配置される順序で多重化することを特徴とする請求項１６に記載の符号化装置。
【請求項１８】
　デジタルデータを復号化する装置において、
　入力されたビットストリームを逆多重化し、基底階層と少なくとも１つの上位階層とを
有する階層構造に符号化された帯域制限データと帯域拡張情報とを抽出する逆多重化器と
、
　前記逆多重化器により抽出された少なくとも基底階層に対する前記帯域制限データを復
号化する細粒度拡張復号化器と、
　前記細粒度拡張復号化器により復号化されたデータのもとで前記帯域拡張情報を参照し
、前記復号化されたデータがカバーしない少なくとも一部の帯域のデジタルデータを生成
し、前記復号化されたデータに付加する帯域拡張復号化器とを含み、
　前記細粒度拡張復号化器は、前記基底階層に対するスケールファクタ情報及びコーディ
ングモデル情報を含む付加情報を復号化し、前記基底階層に対する複数個の量子化サンプ
ルを前記コーディングモデル情報を参照してビット分割復号化し、あらかじめ決定された
複数個の階層に対する復号化が完了するまで次の上位階層に該当する付加情報を復号化し
、対応する複数個の量子化サンプルを前記コーディングモデル情報を参照してビット分割
復号化することを特徴とする復号化装置。
【請求項１９】
　前記逆多重化器は、はじめに、前記ビットストリームから前記基底階層に対するデータ
を抽出し、次に、前記帯域拡張情報を抽出し、次に、残りの上位階層に対するデータを抽
出する順序で逆多重化することを特徴とする請求項１８に記載の復号化装置。
【請求項２０】
　オーディオデータを復号化する装置において、
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　入力されたオーディオビットストリームを逆多重化し、基底階層と少なくとも１つの上
位階層とを有する階層構造に符号化された帯域制限オーディオデータと帯域拡張情報とを
抽出する逆多重化器と、
少なくとも基底階層に対する前記帯域制限オーディオデータを復号化する細粒度拡張復号
化器と、
復号化されたオーディオデータのもとで前記帯域拡張情報を参照し、前記復号化されたオ
ーディオデータがカバーしない少なくとも一部帯域のオーディオデータを生成し、前記復
号化されたオーディオデータに付け加える帯域拡張復号化器とを含み、
　前記細粒度拡張復号化器は、前記基底階層に対するスケールファクタ情報及びコーディ
ングモデル情報を含む付加情報を復号化し、前記基底階層に対する複数個の量子化サンプ
ルを前記コーディングモデル情報を参照してビット分割復号化し、あらかじめ決定された
複数個の階層に対する復号化が完了するまで次の上位階層に該当する付加情報を復号化し
、対応する複数個の量子化サンプルを前記コーディングモデル情報を参照してビット分割
復号化することを特徴とする復号化装置。
【請求項２１】
　前記逆多重化器は、
　はじめに、前記ビットストリームから前記基底階層に対するデータを抽出し、次に、前
記帯域拡張情報を抽出し、次に、残りの上位階層に対するデータを抽出する順序で逆多重
化することを特徴とする請求項２０に記載の復号化装置。
【請求項２２】
　前記逆多重化器は、
　はじめに、前記ビットストリームから前記帯域拡張情報を抽出し、次に、前記基底階層
に該当するデータを抽出し、次に、残りの上位階層に対するデータを抽出する順序で逆多
重化することを特徴とする請求項２０に記載の復号化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデジタルデータの符号化および復号化に係り、さらに詳細には帯域拡張技術を
利用したデジタルデータの符号化方法、その装置、復号化方法およびその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル信号処理技術の発達により、オーディオ信号は、デジタルデータで保存、再生
される場合が多くなった。一般に、デジタルオーディオ記録／再生装置は、アナログオー
ディオ信号をサンプリングして量子化し、デジタル信号であるＰＣＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｃｏ
ｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）オーディオデータに変換し、ＣＤ、ＤＶＤのような情報記
録媒体に記録して、ユーザが必要とするときに、これを再生することができる。デジタル
方式によるオーディオ信号の記録／復元方式は、ＬＰ（Ｌｏｎｇ－Ｐｌａｙ）レコード、
磁気テープのようなアナログ記録／復元方式に比べ、音質を大きく向上させて保存期間に
よる劣化現象を顕著に減少させることができる。しかしながら、デジタルデータのサイズ
が大きく、記録および伝送が円滑にできないという問題点があった。
【０００３】
　現在、このような問題点を解決するために、デジタルオーディオ信号のサイズを小さく
する多様な圧縮方式が使われている。ＩＳＯ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｎｄ
ａｒｄ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）により標準化作業がなされたＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎ
ｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅｓ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｇｒｏｕｐ）／ａｕｄｉｏや米国ドルビーラボラ
トリーズ社により開発されたＡＣ－２／ＡＣ－３は、人間の心理音響モデルを利用してデ
ータ量を減らす方法を採用し、その結果、信号の特性に関係なく効率的にデータ量を減少
可能とした。すなわち、ＭＰＥＧ／ａｕｄｉｏ標準やＡＣ－２／ＡＣ－３方式は、従来の
デジタル符号化方式に比べて１／６ないし１／８に減少させた６４Ｋｂｐｓないし３８４
Ｋｂｐｓのビット率を用いてＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）の音質と同程度の音質を
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提供することができる。
【０００４】
　しかしながら、それらの方法はいずれも固定されたビット率に対して最適の状態を探し
、量子化過程と符号化過程とを経る方式であるため、ネットワークを介してこれらのデジ
タルデータを伝送する場合に、ネットワーク状況が悪く、伝送帯域幅が低くなると、切断
が発生してユーザにそれ以上のサービスを提供できなくなるという問題点がある。また、
制限された記録容量である移動式機器に適するように、さらに小さなサイズのビットスト
リームに変換しようとすると、再符号化過程を経なければならないため、多くの計算量を
必要とするという問題点もある。
【０００５】
　このような問題点に鑑み、本出願人は、ビット分割算術符号化（ＢＳＡＣ：Ｂｉｔ－Ｓ
ｌｉｃｅｄ　Ａｒｉｔｈｍｅｔｉｃ　Ｃｏｄｉｎｇ）技術を使用してビット率調節が可能
なオーディオ符号化／復号化方法および装置に係る特許出願（特許文献１）を１９９７年
１１月１９日に大韓民国特許庁に行い、２０００年４月１７日付けで特許登録された。
【０００６】
　この特許文献１によれば、高いビット率で符号化されたビットストリームを低いビット
率のビットストリームに変換でき、一部のビットストリームからでも復元が可能なため、
ネットワークに過負荷がかかったり、復号化器の性能がよくなかったり、またはユーザが
低いビット率を要求したとしても、ビットストリームの一部からでも、ユーザにある程度
の音質でサービスを提供可能である。しかしながら、ビット率が低くなると、品質の低下
は避けられないという問題点がある。
【特許文献１】大韓民国特許第２６１２５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って本発明の解決しようとする技術的課題は、ビットストリームの一部だけを復元し
た場合であっても、良好な品質を実現できるビット率調節可能な符号化方法、その装置、
復号化方法およびその装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記した課題を達成するためになされた本発明は、デジタルデータを符号化する方法に
おいて、（ａ）デジタルデータを帯域拡張符号化し、帯域制限データを出力して帯域拡張
情報を生成する段階と、（ｂ）前記帯域制限データを、ビット率を調節可能に基底階層と
少なくとも１つの上位階層とを有する階層構造に符号化する段階と、（ｃ）符号化された
帯域制限データと前記帯域拡張情報とを多重化する段階とを含むことを特徴とする符号化
方法である。
【０００９】
　また、オーディオデータを符号化する方法において、（ａ）オーディオデータを帯域拡
張符号化し、帯域制限オーディオデータを出力して帯域拡張情報を生成する段階と、（ｂ
）前記帯域制限データを、ビット率を調節可能に基底階層と少なくとも１つの上位階層と
を有する階層構造に符号化する段階と、（ｃ）符号化された帯域制限オーディオデータと
前記帯域拡張情報とを多重化する段階とを含むことを特徴とする符号化方法によっても達
成される。
【００１０】
　また、前記した別の課題を達成するためになされた本発明は、デジタルデータを復号化
する方法において、（ａ）入力されたビットストリームを逆多重化して、基底階層と少な
くとも１つの上位階層とを有する階層構造に符号化された帯域制限データと帯域拡張情報
とを抽出する段階と、（ｂ）少なくとも基底階層に相当する前記帯域制限データを復号化
する段階と、（ｃ）復号化されたデータのもとで前記帯域拡張情報を参照し、前記復号化
されたデータがカバーしない少なくとも一部帯域のデジタルデータを生成し、前記復号化
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されたデータに付加する段階とを含むことを特徴とする復号化方法である。
【００１１】
　また、オーディオデータを復号化する方法において、（ａ）入力されたオーディオビッ
トストリームを逆多重化して、基底階層と少なくとも１つの上位階層とを有する階層構造
に符号化された帯域制限オーディオデータと帯域拡張情報とを抽出する段階と、（ｂ）少
なくとも基底階層に相当する前記帯域制限オーディオデータを復号化する段階と、（ｃ）
復号化されたオーディオデータのもとで前記帯域拡張情報を参照し、前記復号化されたオ
ーディオデータがカバーしない少なくとも一部帯域のオーディオデータを生成し、前記復
号化されたオーディオデータに付加する段階とを含むことを特徴とする復号化方法によっ
ても達成される。
【００１２】
　また、前記した別の課題を達成するためになされた本発明は、デジタルデータを符号化
する装置において、デジタルデータを帯域拡張符号化して帯域制限データを出力して帯域
拡張情報を生成する帯域拡張（ＢＷＥ：Ｂａｎｄ　Ｗｉｄｔｈ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ）符
号化器と、前記帯域制限データを、ビット率を調節可能に基底階層と少なくとも１つの上
位階層とを有する階層構造に符号化する細粒度拡張（ＦＧＳ：Ｆｉｎｅ　Ｇｒａｉｎ　Ｓ
ｃａｌａｂｉｌｉｔｙ）符号化器と、符号化された帯域制限データと前記帯域拡張情報と
を多重化する多重化器を含むことを特徴とする符号化装置によっても達成される。
【００１３】
　また、オーディオデータを符号化する装置において、オーディオデータを帯域拡張符号
化し、帯域制限オーディオデータを出力して帯域拡張情報を生成するＢＷＥ符号化器と、
前記帯域制限データを、ビット率を調節可能に基底階層と少なくとも１つの上位階層とを
有する階層構造に符号化するＦＧＳ符号化器と、符号化された帯域制限オーディオデータ
と前記帯域拡張情報とを多重化する多重化器とを含むことを特徴とする符号化装置によっ
ても達成される。
【００１４】
　前記した別の課題を達成するためになされた本発明は、デジタルデータを復号化する装
置において、入力されたビットストリームを逆多重化して基底階層と少なくとも１つの上
位階層とを有する階層構造に符号化された帯域制限データと帯域拡張情報とを抽出する逆
多重化器と、前記逆多重化器により抽出された少なくとも基底階層に相当する前記帯域制
限データを復号化するＦＧＳ復号化器と、前記ＦＧＳ復号化器により復号化されたデータ
のもとで前記帯域拡張情報を参照し、前記復号化されたデータがカバーしない少なくとも
一部帯域のデジタルデータを生成し、前記復号化されたデータに付加するＢＷＥ復号化器
とを含むことを特徴とする復号化装置によっても達成される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ビットストリームの一部だけから復元した場合であっても、良好な品
質を実現できるビット率調節可能な符号化方法、その装置、復号化方法およびその装置が
提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下添付した図面を参照して、本発明の望ましい実施の形態を詳細に説明する。
【００１７】
　図１は、本発明による符号化装置のブロック図の例である。図１に示した符号化装置は
、入力されたデジタルデータを符号化して、ビットストリームを出力する装置であり、Ｂ
ＷＥ符号化器１、ＦＧＳ符号化器２および多重化器３を含む。
【００１８】
　ＢＷＥ符号化器１は、デジタルデータを帯域拡張符号化して帯域制限データを出力して
帯域拡張情報を生成する。帯域拡張符号化とは、入力されたデジタルデータの所定周波数
以上の高周波数帯域のデータを切り取り、この切り取った高周波数帯域のデータを復元す
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るために必要な付加情報を生成する技術である。ここで、入力されたデジタルデータのう
ち高周波数帯域のデータを切り取って残ったデータを帯域制限データといい、切り取った
データを復元するために必要な付加情報を帯域拡張情報という。帯域拡張技術の代表的な
例としては、Ｃｏｄｉｎｇ－Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社のＳＢＲ（Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｂａ
ｎｄ　Ｒｅｐｌｉｃａｔｉｏｎ）技術を挙げられる。なお、ＳＢＲに関わる詳細な説明は
、２００２年５月１０～１３日にオーディオ技術学会第１１２回大会で発表された“Ｃｏ
ｎｖｅｎｔｉｏｎ　Ｐａｐｅｒ　５５６０”に開示されている。
【００１９】
　ＦＧＳ符号化器２は、帯域制限データを、ビット率を調節可能に基底階層と少なくとも
１つの上位階層とを有する階層構造に符号化する。ＦＧＳ符号化とは、ビット率を調節可
能に、すなわち、ＦＧＳを提供できるように複数個の階層構造に符号化することを意味す
る。ＦＧＳ符号化の一例としては、本出願人により１９９７年１１月１９日付けで大韓民
国特許出願第９７－６１２９８号として出願し、２０００年４月１７日付けで登録特許第
２６１２５３号「ビット率調節が可能なオーディオ符号化／復号化方法および装置」に開
示されたビット分割符号化技術、すなわち、ＢＳＡＣ（Ｂｉｔ－Ｓｌｉｃｅｄ　Ａｒｉｔ
ｈｍｅｔｉｃ　Ｃｏｄｉｎｇ）符号化技術が挙げられる。ただし、本発明において、ビッ
ト分割符号化技術とは、必ずしも算術符号化に限定されず、その他の異なる無損失符号化
（例えば、残りの部分はいずれも同一であって算術符号化の代わりにハフマン符号化を採
用したビット分割符号化）を含む意味で使われる。
【００２０】
　多重化器３は、ＦＧＳ符号化器２によりＦＧＳ符号化された帯域制限データとＢＷＥ符
号化器１から生成された帯域拡張情報とを多重化する。
【００２１】
　図２は、本発明の一実施例による符号化装置のブロック図である。図２に示した符号化
装置は、入力されたＰＣＭオーディオデータを符号化して、オーディオビットストリーム
を出力する装置であり、ＢＷＥ符号化器１、ＦＧＳ符号化器２および多重化器３を含む。
図２に示した符号化装置は、図１に示した符号化装置と比べて、ＰＣＭオーディオデータ
を処理することを特定したことに違いがあるが、実質的に同じ機能を行うブロックには同
じ参照番号を付して重複する説明は省略する。
【００２２】
　ＢＷＥ符号化器１は、オーディオデータを帯域拡張符号化して帯域制限オーディオデー
タを出力して帯域拡張情報を生成し、ＦＧＳ符号化器２は、帯域制限オーディオデータを
、ビット率を調節可能に基底階層と少なくとも１つの上位階層とを有する階層構造に符号
化する。すなわち、ＦＧＳ符号化器２は、基底階層に相当する付加情報を差分符号化し、
基底階層に相当する複数個の量子化サンプルをビット分割符号化し、あらかじめ決められ
た複数個の階層に対する符号化が完了するまで、次の上位階層に対する付加情報を差分符
号化し、対応する複数個の量子化サンプルをビット分割符号化する。付加情報は、スケー
ルファクタ情報およびコーディングモデル情報を含む。量子化サンプルは、入力されたデ
ジタルデータを変換し、量子化して得られる。さらに詳細な説明は後記する。
　多重化器３は、ＦＧＳ符号化器２により符号化された帯域制限オーディオデータとＢＷ
Ｅ符号化器１により生成された帯域拡張情報とを多重化する。
【００２３】
　図３は、図２に示した符号化装置を具体化した例である。図３に示した符号化装置は、
ＢＷＥ符号化器１、ＦＧＳ符号化器２および多重化器３を含む。ここで、図２に示した符
号化装置と実質的に同じ機能を行うブロックには同じ参照番号を付与して重複する説明は
省略する。
【００２４】
　図３に示した符号化装置において、ＦＧＳ符号化器２は、変換部２１、心理音響部２２
、量子化部２３およびＦＧＳ符号化部２４から構成される。変換部２１は、時間領域のオ
ーディオ信号のＰＣＭオーディオデータを入力されて心理音響部２２から提供される音響
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心理モデルに関する情報を参照して周波数領域の信号に変換する。時間領域では、人間が
認知するオーディオ信号の特性の差がさほど大きくないが、変換を介して得られた周波数
領域のオーディオ信号は、人間の音響心理モデルによって各周波数帯域で人間が感じられ
る信号と感じられない信号の特性差が大きいために、各周波数帯域別に割り当てるビット
数を可変することによって圧縮の効率を上げることができる。
【００２５】
　心理音響部２２は、アタック感知情報など音響心理モデルに関する情報を変換部２１に
提供し、変換部２１により変換されたオーディオ信号を適切なサブバンドの信号にまとめ
て各信号の相互作用により発生するマスキング現象を利用して各サブバンドでのマスキン
グ閾値を計算して量子化部２３に提供する。
　マスキング閾値とは、オーディオ信号の相互作用により人間が聞いても感じられない信
号の最大値をいう。図３に示した符号化装置において、心理音響部２２はＢＭＬＤ（Ｂｉ
ｎａｕｒａｌ　Ｍａｓｋｉｎｇ　Ｌｅｖｅｌ　Ｄｅｐｒｅｓｓｉｏｎ）を利用してステレ
オ成分に関わるマスキング閾値などを計算する。
【００２６】
　量子化部２３は、人間が聞いても感じられないように、各帯域の量子化雑音のサイズが
心理音響部２２から提供されたマスキング閾値より小さくなるように各帯域のオーディオ
信号を対応するスケールファクタ情報のもとでスカラ量子化して量子化サンプルを出力す
る。すなわち、量子化部２３は、心理音響部２２で計算されたマスキング閾値と各帯域で
発生する雑音との比率であるＮＭＲ（Ｎｏｉｓｅ－ｔｏ－Ｍａｓｋ　Ｒａｔｉｏ）を利用
して全帯域のＮＭＲ値が０ｄＢ以下になるように量子化する。ＮＭＲ値が０ｄＢ以下とい
うことは、量子化雑音が人間には聞こえないことを意味する。
【００２７】
　ＦＧＳ符号化部２４は、各階層に属する量子化サンプルおよび付加情報を階層構造に符
号化する。この付加情報は、各階層に相当するスケールバンド情報、コーディングバンド
情報、そのスケールファクタ情報およびコーディングモデル情報を含んでいる。スケール
バンド情報とコーディングバンド情報とは、ヘッダ情報としてパッキングされて復号化装
置に伝送されたり、各階層の付加情報として符号化、パッキングされて復号化装置に伝送
されたり、復号化装置にあらかじめ保存されていることによって伝送されないこともある
。
【００２８】
　さらに具体的に、ＦＧＳ符号化部２４は、最初の階層に対応するスケールファクタ情報
およびコーディングモデル情報を含む付加情報を符号化する一方、最初の階層に対応する
量子化サンプルを、対応コーディングモデル情報を参照してビット分割符号化する。ビッ
ト分割符号化とは、前述したＢＳＡＣ符号化で採用された符号化であって、量子化サンプ
ルの最上位ビット、次の上位ビット、・・・、最下位ビットの順序で無損失符号化するこ
とを意味する。次に、第２の階層に対しても同じ過程を反復する。すなわち、あらかじめ
決定された複数個の階層に対する符号化が完了するまで、階層を増加させながら符号化す
る。ここで、最初の階層を基底階層といい、残りの階層を上位階層という。階層構造につ
いての詳細な説明は後記する。
【００２９】
　スケールバンド情報とは、オーディオ信号の周波数特性に応じて適切に量子化を行うた
めの情報であり、周波数領域を複数個のバンドに分けて各バンドに適したスケールファク
タを割り当てた時に、各階層に対応するスケールバンドを知らせる情報をいう。これによ
り、各階層は少なくとも１つのスケールバンドに属するようになる。各スケールバンドは
、割り当てられた１つのスケールファクタを有する。コーディングバンド情報とは、オー
ディオ信号の周波数特性によってさらに適切に符号化を行うための情報であり、周波数領
域を複数個のバンドに分けて各バンドに適したコーディングモデルを割り当てた時に各階
層に対応するコーディングバンドを知らせる情報をいう。スケールバンドとコーディング
バンドとは、テストにより適切に分けられ、対応するスケールファクタとコーディングモ
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デルとが決定される。
【００３０】
　多重化器３は、符号化された量子化サンプルのうち、はじめに、基底階層に相当するデ
ータを配置し、次に、帯域拡張情報を配置し、そして、残りの上位階層に相当するデータ
を配置する、もしくは、はじめに帯域拡張情報を配置し、次に、基底階層に相当するデー
タを配置し、そして、残りの上位階層に相当するデータを配置する順序で多重化する。
【００３１】
　図４は、本発明による復号化装置のブロック図の例である。図４に示した復号化装置は
、入力されたビットストリームを復号化して、デジタルデータを出力する装置であり、逆
多重化器７、ＦＧＳ復号化器８およびＢＷＥ復号化器９を含む。
【００３２】
　逆多重化器７は、入力されたビットストリームを逆多重化して、基底階層と少なくとも
１つの上位階層とを有する階層構造に符号化された帯域制限データと帯域拡張情報とを抽
出する。ここで、帯域制限データおよび帯域拡張情報は、図１に示した実施形態例と同様
である。
　ＦＧＳ復号化器８は、逆多重化器７により抽出された帯域制限データのうち少なくとも
基底階層に相当する帯域制限データを復号化する。どの階層まで復号化するかは、ネット
ワーク状態、ユーザの選択などによって決定される。
　ＢＷＥ復号化器９は、ＦＧＳ復号化器８により復号化されたデータのもとで逆多重化器
７により抽出された帯域拡張情報を参照し、ＦＧＳ復号化器８により復号化されたデータ
がカバーしない少なくとも一部帯域のデジタルデータを生成してＦＧＳ復号化器８により
復号化されたデータに付加する。このように、ＦＧＳ復号化器８により復号化されたデー
タが基底帯域に属するデータだけである場合でも、欠損された帯域のデータをＢＷＥ復号
化器９により生成して付加することにより復号化されたデータの品質を高めることができ
る。
【００３３】
　図５は、本発明の一実施例による復号化装置のブロック図である。図５に示した復号化
装置は、入力されたオーディオビットストリームを復号化して、オーディオデータを出力
する装置であり、逆多重化器７、ＦＧＳ復号化器８およびＢＷＥ復号化器９を含む。図５
に示した復号化装置は、図４に示した復号化装置と比べて、オーディオデータを処理する
ことを特定したことに違いがあるが、実質的に同じ機能を行うブロックには同じ参照番号
を付して重複する説明は省略する。
【００３４】
　図５に示した復号化装置の逆多重化器７は、入力されたオーディオビットストリームを
逆多重化して、基底階層と少なくとも１つの上位階層とを有する階層構造に符号化された
帯域制限オーディオデータと帯域拡張情報とを抽出する。
　ＦＧＳ復号化器８は、逆多重化器７により抽出された帯域制限オーディオデータのうち
、少なくとも基底階層に相当する帯域制限オーディオデータを復号化する。
　ＢＷＥ復号化器９は、ＦＧＳ復号化器８により復号化されたオーディオデータのもとで
逆多重化器７により抽出された帯域拡張情報を参照して、ＦＧＳ復号化器８により復号化
されたオーディオデータがカバーしない少なくとも一部帯域のオーディオデータを生成し
て、ＦＧＳ復号化器８により復号化されたオーディオデータに付加する。
【００３５】
　図６は、図５に示した復号化装置を具体化した例である。図６に示した復号化装置は、
逆多重化器７、ＦＧＳ復号化器８およびＢＷＥ復号化器９を含む。ここで、図５に示した
復号化装置と実質的に同じ機能を行うブロックには同じ参照番号を付与して重複する説明
は省略する。
【００３６】
　図６に示した復号化装置において、ＦＧＳ復号化器８は、ネットワーク状況、装置の性
能、ユーザ選択などによって決定されたターゲット階層まで復号化することによってビッ
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ト率を調節する装置であり、ＦＧＳ復号化部８１、逆量子化部８２および逆変還部８３を
備える。
　ＦＧＳ復号化部８１は、オーディオビットストリームをターゲット階層まで復号化する
。さらに具体的には、各階層に対応するスケールファクタ情報、コーディングモデル情報
が含まれた付加情報を復号化して得られたコーディングモデル情報のもとで、各階層に属
する符号化された量子化サンプルを無損失復号化して量子化サンプルを得る。
【００３７】
　一方、スケールバンド情報とコーディングバンド情報とは、ビットストリームのヘッダ
情報から得ることや、各階層別に付加情報を復号化して得ることができる。もしくは、復
号化装置が、スケールバンド情報およびコーディングバンド情報をあらかじめ保存してお
く。
　逆量子化部８２は各階層の量子化サンプルを対応するスケールファクタ情報によって逆
量子化して復元する。
　逆変還部８３は復元されたサンプルを周波数／時間マッピングし、時間領域のＰＣＭオ
ーディオデータに変換して出力する。
【００３８】
　ＢＷＥ復号化器９は、変換部９１、高周波生成部９２、調整部９３および合成部９４を
備える。
　変換部９１は、逆変還部８３から出力されたＰＣＭオーディオデータを周波数領域のデ
ータに変換する。変換されたデータを低周波部分という。
　高周波生成部９２は、ＢＷＥ情報を参照して変換部９１により変換された低周波部分を
複製して付加する方式で変換部９１により変換されたデータがカバーできない部分、すな
わち、高周波部分を作り出す。
　調整部９３は、ＢＷＥ情報の１つであるエンベロープ情報を利用して高周波生成部９２
の高周波部分のレベルを調整する。エンベロープ情報とは、符号化装置から送られた情報
であり、符号化装置でＢＷＥ符号化時に切り取った高周波部分に相当するオーディオデー
タのエンベロープ情報を意味する。
　合成部９４は、変換部９１から出力された低周波部分と調整部９３から出力された高周
波部分とを合成してＰＣＭオーディオデータを出力する。
　このように、たとえＦＧＳ復号化器８が基底帯域のオーディオデータだけを復号化した
としても、ＢＷＥ復号化器９が欠損された帯域のオーディオデータを復元して付加するこ
とによりオーディオデータの品質を高めることができる。
【００３９】
　図７は、ＦＧＳ符号化器２から出力されたビットストリームの構造の例を示す。図７に
示すように、ＦＧＳ符号化器２により符号化されたビットストリームのフレームは、ＦＧ
Ｓのために量子化サンプルと付加情報とを階層構造にマッピングさせて符号化されている
。すなわち、下位階層のビットストリームが、上位階層のビットストリームに含まれてい
る階層構造を有する。各階層に必要な付加情報は、階層別に分けられて符号化される。
【００４０】
　さらに、ビットストリームの先頭にはヘッダ情報が保存されたヘッダ領域が作られ、階
層０の情報がパッキングされており、上位階層である階層１ないし階層Ｎに属する情報が
順番にパッキングされている。ヘッダ領域から階層０情報までを基底階層といい、ヘッダ
領域から階層１情報までを階層１、階層１情報から階層２情報までを階層２という。同じ
ように、最上位階層はヘッダ領域から階層Ｎ情報まで、すなわち、基底階層から上位階層
の階層Ｎまでをいう。各階層情報としては付加情報と符号化されたデータとが保存されて
いる。たとえば、階層２情報として付加情報２と符号化された量子化サンプル２とが保存
されている。ここで、Ｎは１以上の整数である。
【００４１】
　図８は、図７に示した付加情報の詳細構造を示す。図８に示すように、任意の階層情報
としては、付加情報と符号化された量子化サンプルとが格納されており、本実施の形態で
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付加情報は、例えば、無損失符号化としてハフマン符号化を行った場合、ハフマンコーデ
ィングモデル情報、量子化ファクタ情報、チャンネルに対する付加情報、その他付加情報
を含む。ハフマンコーディングモデル情報は、対応する階層に属する量子化サンプルの符
号化または復号化に使われるハフマンコーディングモデルに対するインデックス情報をい
う。量子化ファクタ情報は、対応する階層に属するオーディオデータを量子化したり逆量
子化したりするための量子化ステップサイズを示す。チャンネルに対する付加情報とは、
Ｍ／Ｓ　ｓｔｅｒｅｏのようなチャンネルに対する情報をいう。その他付加情報とは、Ｍ
／Ｓ　ｓｔｅｒｅｏの採用如何に係るフラグ情報などをいう。
【００４２】
　図９は、符号化装置の多重化器３から出力されたビットストリームの構造の例を示す。
図９に示すように、ビットストリームの前にはＦＧＳ符号化器２により符号化された基底
階層の階層０が先頭に配置され、次に、ＢＷＥ情報が配置され、そして、上位階層、すな
わち、階層１、階層２、・・・、階層Ｎが順番に配置される。これにより、復号化装置で
は基底階層まで受信したり基底階層だけを復号化したりしても、ＢＷＥ情報を参照して復
号化された基底階層のデータのもとで欠損された階層のデータを生成できるようになる。
【００４３】
　図１０（ａ）ないし（ｄ）は、ＢＷＥ復号化器９で行われる帯域拡張復号化、すなわち
、ＢＷＥ復号化をさらに詳細に説明するための参考図である。図１０において、ストライ
プで示した部分は、ＦＧＳ復号化器８により復号化されたデータを示し、灰色（微小ドッ
ト）で示した部分は、ＢＷＥ復号化器９により生成されたデータを示す。
　サンプリング周波数Ｆｓの１／４までのデータが、基底階層に属するとするとき、図１
０（ａ）は、復号化装置で基底帯域に相当するデータだけ復号化された場合を、図１０（
ｂ）、図１０（ｃ）および図１０（ｄ）は、基底階層および少なくとも１つの上位階層に
属するデータが、ＦＧＳ復号化器８により復号化された場合を示す。すなわち、ＦＧＳ復
号化器８は、ビット率を調節可能にデータの復号化が可能であり、ＢＷＥ復号化器９はＦ
ＧＳ復号化器８が復号化できない欠損帯域のデータを生成する。
【００４４】
　次に、前記した符号化装置または復号化装置の構成を基に、本発明の実施の形態による
符号化方法および復号化方法を説明する。
【００４５】
　図１１は、本発明による符号化方法を説明するためのフローチャートである。図１１を
参照して説明すると、符号化装置はデジタルデータを帯域拡張符号化して、帯域制限デー
タを出力して帯域拡張情報を生成し（１１０１段階）、帯域制限データを、ビット率を調
節可能に基底階層と少なくとも１つの上位階層とを有する階層構造に符号化する（１１０
２段階）。ここで、符号化装置は、基底階層に相当する付加情報を符号化し、基底階層に
相当する複数個の量子化サンプルをビット分割符号化し、あらかじめ決められた複数個の
階層に対する符号化が完了するまで、次の上位階層の付加情報および量子化サンプルに対
しても符号化する。次に、符号化された帯域制限データと帯域拡張情報とを多重化してビ
ットストリームとして出力する（１１０３段階）。ここで、符号化装置は、符号化された
帯域制限データのうち、はじめに、基底階層に相当するデータを配置し、次に、前記帯域
拡張情報を配置し、そして、残りの上位階層に相当するデータを配置する順序で多重化す
るか、または、はじめに、帯域拡張情報を配置し、次に、基底階層に相当するデータを配
置した後で、残りの上位階層に相当するデータを配置する順序で多重化する。
【００４６】
　図１２は、本発明の一実施例による符号化方法を説明するためのフローチャートである
。図１２を参照して説明すると、符号化装置はオーディオデータを帯域拡張符号化し、帯
域制限オーディオデータを出力して基底階層に対する帯域拡張情報を生成する（１２０１
段階）。ここで、基底階層に対する帯域拡張情報とは、復号化装置で基底階層に属するオ
ーディオデータのもとで残りの欠損された帯域のオーディオデータを生成することができ
る情報であることをいう。
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　次に、符号化装置は、帯域制限データをビット率を調節可能に基底階層と少なくとも１
つの上位階層とを有する階層構造に符号化する。さらに具体的に、各階層別に帯域制限オ
ーディオデータを変換し（１２０２段階）、量子化し（１２０３段階）、無損失符号化し
た後でビット率を調節可能に階層構造にパッキングする（１２０４段階）。
　最後に、符号化された帯域制限オーディオデータと帯域拡張情報とを多重化して得られ
たビットストリームを出力する（１２０５段階）。具体的には、符号化装置は、符号化さ
れた帯域制限オーディオデータのうち、はじめに、基底階層に相当するデータを配置し、
次に、帯域拡張情報を配置し、そして、残りの上位階層に相当するデータを配置する順序
で多重化するか、または、はじめに、帯域拡張情報を配置し、次に、基底階層に相当する
データを配置した後で、残りの上位階層に相当するデータを配置する順序で多重化する。
【００４７】
　図１３は、本発明による復号化方法を説明するためのフローチャートである。図１３を
参照して説明すると、復号化装置は、入力されたビットストリームを逆多重化して基底階
層と少なくとも１つの上位階層とを有する階層構造に符号化された帯域制限データと帯域
拡張情報とを抽出する（１３０１段階）。すなわち、入力されたビットストリームから第
一に基底階層に相当するデータを抽出し、次に帯域拡張情報を抽出し、次に残りの上位階
層に相当するデータを抽出する順序で逆多重化するか、第一に帯域拡張情報を抽出し、次
に基底階層に相当するデータを抽出し、次に残りの上位階層に相当するデータを抽出する
順序で逆多重化する。
　次に、復号化装置は、少なくとも基底階層に相当する帯域制限データを復号化する（１
３０２段階）。具体的には、基底階層に相当する付加情報を復号化し、基底階層に相当す
る複数個の量子化サンプルをビット分割復号化した後であらかじめ決定された複数個の階
層に対する復号化が完了するまで、次の上位階層に対しても同じように復号化を行う。
　最後に、復号化装置は、１３０２段階で復号化されたデータのもとで帯域拡張情報を参
照し、１３０２段階で復号化されたデータがカバーしない少なくとも一部帯域のデジタル
データを生成して復号化されたデータに付加する（１３０３段階）。
【００４８】
　図１４は、本発明の一実施例による復号化方法を説明するためのフローチャートである
。図１４を参照して説明すると、復号化装置は、入力されたオーディオビットストリーム
を逆多重化して基底階層と少なくとも１つの上位階層とを有する階層構造に符号化された
帯域制限オーディオデータと帯域拡張情報とを抽出する（１４０１段階）。すなわち、入
力されたビットストリームから第一に基底階層に相当するデータを抽出し、次に帯域拡張
情報を抽出し、次に残りの上位階層に相当するデータを抽出する順序で逆多重化するか、
第一に帯域拡張情報を抽出し、次に基底階層に相当するデータを抽出し、次に残りの上位
階層に相当するデータを抽出する順序で逆多重化する。次に、復号化装置は少なくとも基
底階層に相当する帯域制限オーディオデータをビット率を調節可能に復号化する。
　さらに具体的に、ターゲット階層まで無損失復号化した後（１４０２段階）、逆量子化
して（１４０３段階）逆変換する（１４０４段階）。次に、１４０４段階で得られたオー
ディオデータのもとで帯域拡張情報を参照し、１４０４段階で得られたオーディオデータ
がカバーしない少なくとも一部帯域のオーディオデータを生成し、１４０４段階で得られ
たオーディオデータに付加して出力する（１４０５段階）。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明の帯域拡張技術を利用したデジタルデータの符号化方法、その装置、復号化方法
およびその装置は、例えば、デジタルオーディオ記録／再生装置に効果的に適用可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明による符号化装置のブロック図である。
【図２】本発明の一実施例による符号化装置のブロック図である。
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【図３】図２に示した符号化装置を具体化したブロック図である。
【図４】本発明による復号化装置のブロック図である。
【図５】本発明の一実施例による復号化装置のブロック図である。
【図６】図５に示した復号化装置を具体化したブロック図である。
【図７】ＦＧＳ符号化器から出力されたビットストリームの構造を示す図である。
【図８】付加情報の詳細構造を示す図である。
【図９】多重化器から出力されたビットストリームの構造を示す図である。
【図１０】ＢＷＥ復号化を説明するための参考図である。
【図１１】本発明による符号化方法を説明するためのフローチャートである。
【図１２】本発明の一実施例による符号化方法を説明するためのフローチャートである。
【図１３】本発明による復号化方法を説明するためのフローチャートである。
【図１４】本発明の一実施例による復号化方法を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００５１】
　１　　　ＢＷＥ符号化器
　２　　　ＦＧＳ符号化器
　３　　　多重化器
　７　　　逆多重化器
　８　　　ＦＧＳ復号化器
　９　　　ＢＷＥ復号化器

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】

【図９】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】
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