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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　符号化された音声信号を復号する音声復号装置であって、
　前記符号化された音声信号を含む外部からのビットストリームを、符号化ビットストリ
ームと時間エンベロープ補助情報とに分離するビットストリーム分離手段と、
　前記ビットストリーム分離手段によって分離された前記符号化ビットストリームを復号
して低周波成分を得るコア復号手段と、
　前記コア復号手段によって得られた前記低周波成分を周波数領域に変換する周波数変換
手段と、
　前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分を低周波帯域から
高周波帯域に複写することによって高周波成分を生成する高周波生成手段と、
　前記高周波生成手段によって生成された前記高周波成分を調整して、調整された高周波
成分を生成する高周波調整手段と、
　前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分を分析して時間エ
ンベロープ情報を取得する低周波時間エンベロープ分析手段と、
　前記時間エンベロープ補助情報を、前記時間エンベロープ情報を調整するためのパラメ
ータに変換する補助情報変換手段と、
　前記低周波時間エンベロープ分析手段によって取得された前記時間エンベロープ情報を
調整して、調整された時間エンベロープ情報を生成する時間エンベロープ調整手段であり
、該時間エンベロープ情報の調整に前記パラメータを用いる、該時間エンベロープ調整手
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段と、
　前記調整された時間エンベロープ情報を用いて、前記調整された高周波成分の時間エン
ベロープを変形する時間エンベロープ変形手段と、
を備える、音声復号装置。
【請求項２】
　符号化された音声信号を復号する音声復号装置であって、
　前記符号化された音声信号を含む外部からのビットストリームを復号して低周波成分を
得るコア復号手段と、
　前記コア復号手段によって得られた前記低周波成分を周波数領域に変換する周波数変換
手段と、
　前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分を低周波帯域から
高周波帯域に複写することによって高周波成分を生成する高周波生成手段と、
　前記高周波生成手段によって生成された前記高周波成分を調整して、調整された高周波
成分を生成する高周波調整手段と、
　前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分を分析して時間エ
ンベロープ情報を取得する低周波時間エンベロープ分析手段と、
　前記ビットストリームを分析して前記時間エンベロープ情報を調整するためのパラメー
タを生成する時間エンベロープ補助情報生成部と、
　前記低周波時間エンベロープ分析手段によって取得された前記時間エンベロープ情報を
調整して、調整された時間エンベロープ情報を生成する時間エンベロープ調整手段であり
、該時間エンベロープ情報の調整に前記パラメータを用いる、該時間エンベロープ調整手
段と、
　前記調整された時間エンベロープ情報を用いて、前記調整された高周波成分の時間エン
ベロープを変形する時間エンベロープ変形手段と、
を備える、音声復号装置。
【請求項３】
　前記高周波調整手段は“ISO/IEC 14496-3”に規定される“MPEG4 AAC”における“HF a
djustment”に準拠した動作をする、請求項１又は２に記載の音声復号装置。
【請求項４】
　前記調整された前記高周波成分は、前記高周波生成手段によって生成された前記高周波
成分に基づく複写信号成分、及びノイズ信号成分を含む、請求項１～３の何れか一項に記
載の音声復号装置。
【請求項５】
　符号化された音声信号を復号する音声復号装置を用いた音声復号方法であって、
　前記音声復号装置が、前記符号化された音声信号を含む外部からのビットストリームを
、符号化ビットストリームと時間エンベロープ補助情報とに分離するビットストリーム分
離ステップと、
　前記音声復号装置が、前記ビットストリーム分離ステップにおいて分離した前記符号化
ビットストリームを復号して低周波成分を得るコア復号ステップと、
　前記音声復号装置が、前記コア復号ステップにおいて得た前記低周波成分を周波数領域
に変換する周波数変換ステップと、
　前記音声復号装置が、前記周波数変換ステップにおいて周波数領域に変換した前記低周
波成分を低周波帯域から高周波帯域に複写することによって高周波成分を生成する高周波
生成ステップと、
　前記音声復号装置が、前記高周波生成ステップにおいて生成した前記高周波成分を調整
して、調整された高周波成分を生成する高周波調整ステップと、
　前記音声復号装置が、前記周波数変換ステップにおいて周波数領域に変換した前記低周
波成分を分析して時間エンベロープ情報を取得する低周波時間エンベロープ分析ステップ
と、
　前記音声復号装置が、前記時間エンベロープ補助情報を、前記時間エンベロープ情報を
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調整するためのパラメータに変換する補助情報変換ステップと、
　前記音声復号装置が、前記低周波時間エンベロープ分析ステップにおいて取得した前記
時間エンベロープ情報を調整して、調整された時間エンベロープ情報を生成する時間エン
ベロープ調整ステップであり、該時間エンベロープ情報の調整に前記パラメータを用いる
、該時間エンベロープ調整ステップと、
　前記音声復号装置が、前記調整された時間エンベロープ情報を用いて、前記調整された
高周波成分の時間エンベロープを変形する時間エンベロープ変形ステップと、
を含む音声復号方法。
【請求項６】
　符号化された音声信号を復号する音声復号装置を用いた音声復号方法であって、
　前記音声復号装置が、前記符号化された音声信号を含む外部からのビットストリームを
復号して低周波成分を得るコア復号ステップと、
　前記音声復号装置が、前記コア復号ステップにおいて得た前記低周波成分を周波数領域
に変換する周波数変換ステップと、
　前記音声復号装置が、前記周波数変換ステップにおいて周波数領域に変換した前記低周
波成分を低周波帯域から高周波帯域に複写することによって高周波成分を生成する高周波
生成ステップと、
　前記音声復号装置が、前記高周波生成ステップにおいて生成した前記高周波成分を調整
して、調整された高周波成分を生成する高周波調整ステップと、
　前記音声復号装置が、前記周波数変換ステップにおいて周波数領域に変換された前記低
周波成分を分析して時間エンベロープ情報を取得する低周波時間エンベロープ分析ステッ
プと、
　前記音声復号装置が、前記ビットストリームを分析して前記時間エンベロープ情報を調
整するためのパラメータを生成する時間エンベロープ補助情報生成ステップと、
　前記音声復号装置が、前記低周波時間エンベロープ分析ステップにおいて取得した前記
時間エンベロープ情報を調整して、調整された時間エンベロープ情報を生成する時間エン
ベロープ調整ステップであり、該時間エンベロープ情報の調整に前記パラメータを用いる
、該時間エンベロープ調整ステップと、
　前記音声復号装置が、前記調整された時間エンベロープ情報を用いて、前記調整された
高周波成分の時間エンベロープを変形する時間エンベロープ変形ステップと、
を含む音声復号方法。
【請求項７】
　符号化された音声信号を復号するために、コンピュータ装置を、
　前記符号化された音声信号を含む外部からのビットストリームを、符号化ビットストリ
ームと時間エンベロープ補助情報とに分離するビットストリーム分離手段と、
　前記ビットストリーム分離手段によって分離された前記符号化ビットストリームを復号
して低周波成分を得るコア復号手段と、
　前記コア復号手段によって得られた前記低周波成分を周波数領域に変換する周波数変換
手段と、
　前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分を低周波帯域から
高周波帯域に複写することによって高周波成分を生成する高周波生成手段と、
　前記高周波生成手段によって生成された前記高周波成分を調整して、調整された高周波
成分を生成する高周波調整手段と、
　前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分を分析して時間エ
ンベロープ情報を取得する低周波時間エンベロープ分析手段と、
　前記時間エンベロープ補助情報を、前記時間エンベロープ情報を調整するためのパラメ
ータに変換する補助情報変換手段と、
　前記低周波時間エンベロープ分析手段によって取得された前記時間エンベロープ情報を
調整して、調整された時間エンベロープ情報を生成する時間エンベロープ調整手段であり
、該時間エンベロープ情報の調整に前記パラメータを用いる、該時間エンベロープ調整手
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段と、
　前記調整された時間エンベロープ情報を用いて、前記調整された高周波成分の時間エン
ベロープを変形する時間エンベロープ変形手段と、
として機能させる音声復号プログラム。
【請求項８】
　符号化された音声信号を復号するために、コンピュータ装置を、
　前記符号化された音声信号を含む外部からのビットストリームを復号して低周波成分を
得るコア復号手段と、
　前記コア復号手段によって得られた前記低周波成分を周波数領域に変換する周波数変換
手段と、
　前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分を低周波帯域から
高周波帯域に複写することによって高周波成分を生成する高周波生成手段と、
　前記高周波生成手段によって生成された前記高周波成分を調整して、調整された高周波
成分を生成する高周波調整手段と、
　前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分を分析して時間エ
ンベロープ情報を取得する低周波時間エンベロープ分析手段と、
　前記ビットストリームを分析して前記時間エンベロープ情報を調整するためのパラメー
タを生成する時間エンベロープ補助情報生成部と、
　前記低周波時間エンベロープ分析手段によって取得された前記時間エンベロープ情報を
調整して、調整された時間エンベロープ情報を生成する時間エンベロープ調整手段であり
、該時間エンベロープ情報の調整に前記パラメータを用いる、該時間エンベロープ調整手
段と、
　前記調整された時間エンベロープ情報を用いて、前記調整された高周波成分の時間エン
ベロープを変形する時間エンベロープ変形手段と、
として機能させる音声復号プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声符号化装置、音声復号装置、音声符号化方法、音声復号方法、音声符号
化プログラム及び音声復号プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　聴覚心理を利用して人間の知覚に不必要な情報を取り除くことにより信号のデータ量を
数十分の一に圧縮する音声音響符号化技術は、信号の伝送・蓄積において極めて重要な技
術である。広く利用されている知覚的オーディオ符号化技術の例として、“ISO/IEC MPEG
”で標準化された“MPEG4 AAC”などを挙げることができる。
【０００３】
　音声符号化の性能をさらに向上させ、低いビットレートで高い音声品質を得る方法とし
て、音声の低周波成分を用いて高周波成分を生成する帯域拡張技術が近年広く用いられる
ようになった。帯域拡張技術の代表的な例は“MPEG4 AAC”で利用されるＳＢＲ（Spectra
l Band Replication）技術である。ＳＢＲでは、ＱＭＦ（Quadrature Mirror Filter）フ
ィルタバンクによって周波数領域に変換された信号に対し、低周波帯域から高周波帯域へ
のスペクトル係数の複写を行うことにより高周波成分を生成した後、複写された係数のス
ペクトル包絡とトーナリティを調整することによって高周波成分の調整を行う。帯域拡張
技術を利用した音声符号化方式は、信号の高周波成分を少量の補助情報のみを用いて再生
することができるため、音声符号化の低ビットレート化のために有効である。
【０００４】
　ＳＢＲに代表される周波数領域での帯域拡張技術は、周波数領域で表現されたスペクト
ル係数に対してスペクトル包絡とトーナリティの調整を、スペクトル係数に対するゲイン
の調整、時間方向の線形予測逆フィルタ処理、ノイズの重畳によって行う。この調整処理
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により、スピーチ信号や拍手、カスタネットのような時間エンベロープの変化の大きい信
号を符号化した際には復号信号においてプリエコー又はポストエコーと呼ばれる残響状の
雑音が知覚される場合がある。この問題は、調整処理の過程で高周波成分の時間エンベロ
ープが変形し、多くの場合は調整前より平坦な形状になることに起因する。調整処理によ
り平坦になった高周波成分の時間エンベロープは符号前の原信号における高周波成分の時
間エンベロープと一致せず、プリエコー・ポストエコーの原因となる。
【０００５】
　同様のプリエコー・ポストエコーの問題は、“MPEG Surround”およびパラメトリック
ステレオに代表される、パラメトリック処理を用いたマルチチャネル音響符号化において
も発生する。マルチチャネル音響符号化における復号器は復号信号に残響フィルタによる
無相関化処理を施す手段を含むが、無相関化処理の過程において信号の時間エンベロープ
が変形し、プリエコー・ポストエコーと同様の再生信号の劣化が生じる。この課題に対す
る解決法として、ＴＥＳ（Temporal Envelope Shaping）技術が存在する（特許文献１）
。ＴＥＳ技術では、ＱＭＦ領域で表現された無相関化処理前の信号に対し周波数方向に線
形予測分析を行い、線形予測係数を得た後、得られた線形予測係数を用いて無相関化処理
後の信号に対し周波数方向に線形予測合成フィルタ処理を行う。この処理により、ＴＥＳ
技術は無相関化処理前の信号の持つ時間エンベロープを抽出し、それに合わせて無相関化
処理後の信号の時間エンベロープを調整する。無相関化処理前の信号は歪の少ない時間エ
ンベロープを持つため、以上の処理により、無相関化処理後の信号の時間エンベロープを
歪の少ない形状に調整し、プリエコー・ポストエコーの改善された再生信号を得ることが
できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００６／０２３９４７３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　以上に示したＴＥＳ技術は、無相関化処理前の信号が歪の少ない時間エンベロープを持
つことを利用したものである。しかし、ＳＢＲ復号器では信号の高周波成分を低周波成分
からの信号複写によって複製するため、高周波成分に関する歪の少ない時間エンベロープ
を得ることができない。この問題に対する解決法の一つとして、ＳＢＲ符号器において入
力信号の高周波成分を分析し、分析の結果得られた線形予測係数を量子化し、ビットスト
リームに多重化して伝送する方法が考えられる。これにより、ＳＢＲ復号器において高周
波成分の時間エンベロープに関する歪の少ない情報を含む線形予測係数を得ることができ
る。しかし、この場合、量子化された線形予測係数の伝送に多くの情報量が必要となり、
符号化ビットストリーム全体のビットレートが著しく増大してしまうという問題を伴う。
そこで、本発明の目的は、ＳＢＲに代表される周波数領域での帯域拡張技術において、ビ
ットレートを著しく増大させることなく、発生するプリエコー・ポストエコーを軽減し復
号信号の主観的品質を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の音声符号化装置は、音声信号を符号化する音声符号化装置であって、前記音声
信号の低周波成分を符号化するコア符号化手段と、前記音声信号の低周波成分の時間エン
ベロープを用いて、前記音声信号の高周波成分の時間エンベロープの近似を得るための時
間エンベロープ補助情報を算出する時間エンベロープ補助情報算出手段と、少なくとも、
前記コア符号化手段によって符号化された前記低周波成分と、前記時間エンベロープ補助
情報算出手段によって算出された前記時間エンベロープ補助情報とが多重化されたビット
ストリームを生成するビットストリーム多重化手段と、を備える、ことを特徴とする。
【０００９】
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　本発明の音声符号化装置では、前記時間エンベロープ補助情報は、所定の解析区間内に
おいて前記音声信号の高周波成分における時間エンベロープの変化の急峻さを示すパラメ
ータを表すのが好ましい。
【００１０】
　本発明の音声符号化装置では、前記音声信号を周波数領域に変換する周波数変換手段を
更に備え、前記時間エンベロープ補助情報算出手段は、前記周波数変換手段によって周波
数領域に変換された前記音声信号の高周波側係数に対し周波数方向に線形予測分析を行っ
て取得された高周波線形予測係数に基づいて、前記時間エンベロープ補助情報を算出する
のが好ましい。
【００１１】
　本発明の音声符号化装置では、前記時間エンベロープ補助情報算出手段は、前記周波数
変換手段によって周波数領域に変換された前記音声信号の低周波側係数に対し周波数方向
に線形予測分析を行って低周波線形予測係数を取得し、該低周波線形予測係数と前記高周
波線形予測係数とに基づいて前記時間エンベロープ補助情報を算出するのが好ましい。
【００１２】
　本発明の音声符号化装置では、前記時間エンベロープ補助情報算出手段は、前記低周波
線形予測係数及び前記高周波線形予測係数のそれぞれから予測ゲインを取得し、当該二つ
の予測ゲインの大小に基づいて前記時間エンベロープ補助情報を算出するのが好ましい。
【００１３】
　本発明の音声符号化装置では、前記時間エンベロープ補助情報算出手段は、前記音声信
号から高周波成分を分離し、時間領域で表現された時間エンベロープ情報を当該高周波成
分から取得し、当該時間エンベロープ情報の時間的変化の大きさに基づいて前記時間エン
ベロープ補助情報を算出するのが好ましい。
【００１４】
　本発明の音声符号化装置では、前記時間エンベロープ補助情報は、前記音声信号の低周
波成分に対し周波数方向への線形予測分析を行って得られる低周波線形予測係数を用いて
高周波線形予測係数を取得するための差分情報を含むのが好ましい。
【００１５】
　本発明の音声符号化装置では、前記音声信号を周波数領域に変換する周波数変換手段を
更に備え、前記時間エンベロープ補助情報算出手段は、前記周波数変換手段によって周波
数領域に変換された前記音声信号の低周波成分及び高周波側係数のそれぞれに対し周波数
方向に線形予測分析を行って低周波線形予測係数と高周波線形予測係数とを取得し、当該
低周波線形予測係数及び高周波線形予測係数の差分を取得することによって前記差分情報
を取得するのが好ましい。
【００１６】
　本発明の音声符号化装置では、前記差分情報は、ＬＳＰ（Linear Spectrum Pair）、Ｉ
ＳＰ（Immittance Spectrum Pair）、ＬＳＦ（Linear Spectrum Frequency）、ＩＳＦ（I
mmittance Spectrum Frequency）、ＰＡＲＣＯＲ係数のいずれかの領域における線形予測
係数の差分を表すのが好ましい。
【００１７】
　本発明の音声符号化装置は、音声信号を符号化する音声符号化装置であって、前記音声
信号の低周波成分を符号化するコア符号化手段と、前記音声信号を周波数領域に変換する
周波数変換手段と、前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記音声信号の
高周波側係数に対し周波数方向に線形予測分析を行って高周波線形予測係数を取得する線
形予測分析手段と、前記線形予測分析手段によって取得された前記高周波線形予測係数を
時間方向に間引く予測係数間引き手段と、前記予測係数間引き手段によって間引きされた
後の前記高周波線形予測係数を量子化する予測係数量子化手段と、少なくとも前記コア符
号化手段による符号化後の前記低周波成分と前記予測係数量子化手段による量子化後の前
記高周波線形予測係数とが多重化されたビットストリームを生成するビットストリーム多
重化手段と、を備える、ことを特徴とする。
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【００１８】
　本発明の音声復号装置は、符号化された音声信号を復号する音声復号装置であって、前
記符号化された音声信号を含む外部からのビットストリームを、符号化ビットストリーム
と時間エンベロープ補助情報とに分離するビットストリーム分離手段と、前記ビットスト
リーム分離手段によって分離された前記符号化ビットストリームを復号して低周波成分を
得るコア復号手段と、前記コア復号手段によって得られた前記低周波成分を周波数領域に
変換する周波数変換手段と、前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記低
周波成分を低周波帯域から高周波帯域に複写することによって高周波成分を生成する高周
波生成手段と、前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分を分
析して時間エンベロープ情報を取得する低周波時間エンベロープ分析手段と、前記低周波
時間エンベロープ分析手段によって取得された前記時間エンベロープ情報を、前記時間エ
ンベロープ補助情報を用いて調整する時間エンベロープ調整手段と、前記時間エンベロー
プ調整手段による調整後の前記時間エンベロープ情報を用いて、前記高周波生成手段によ
って生成された前記高周波成分の時間エンベロープを変形する時間エンベロープ変形手段
と、を備えることを特徴とする。
【００１９】
　本発明の音声復号装置では、前記高周波成分を調整する高周波調整手段を更に備え、前
記周波数変換手段は、実数又は複素数の係数を持つ６４分割ＱＭＦフィルタバンクであり
、前記周波数変換手段、前記高周波生成手段、前記高周波調整手段は“ISO/IEC 14496-3
”に規定される“MPEG4 AAC”におけるＳＢＲ復号器（ＳＢＲ：Spectral Band Replicati
on）に準拠した動作をするのが好ましい。
【００２０】
　本発明の音声復号装置では、前記低周波時間エンベロープ分析手段は、前記周波数変換
手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分に周波数方向の線形予測分析を行っ
て低周波線形予測係数を取得し、前記時間エンベロープ調整手段は、前記時間エンベロー
プ補助情報を用いて前記低周波線形予測係数を調整し、前記時間エンベロープ変形手段は
、前記高周波生成手段によって生成された周波数領域の前記高周波成分に対し前記時間エ
ンベロープ調整手段によって調整された線形予測係数を用いて周波数方向の線形予測フィ
ルタ処理を行って音声信号の時間エンベロープを変形するのが好ましい。
【００２１】
　本発明の音声復号装置では、前記低周波時間エンベロープ分析手段は、前記周波数変換
手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分の時間スロットごとの電力を取得す
ることによって音声信号の時間エンベロープ情報を取得し、前記時間エンベロープ調整手
段は、前記時間エンベロープ補助情報を用いて前記時間エンベロープ情報を調整し、前記
時間エンベロープ変形手段は、前記高周波生成手段によって生成された周波数領域の高周
波成分に前記調整後の時間エンベロープ情報を重畳することにより高周波成分の時間エン
ベロープを変形するのが好ましい。
【００２２】
　本発明の音声復号装置では、前記低周波時間エンベロープ分析手段は、前記周波数変換
手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分のＱＭＦサブバンドサンプルごとの
電力を取得することによって音声信号の時間エンベロープ情報を取得し、前記時間エンベ
ロープ調整手段は、前記時間エンベロープ補助情報を用いて前記時間エンベロープ情報を
調整し、前記時間エンベロープ変形手段は、前記高周波生成手段によって生成された周波
数領域の高周波成分に前記調整後の時間エンベロープ情報を乗算することにより高周波成
分の時間エンベロープを変形するのが好ましい。
【００２３】
　本発明の音声復号装置では、前記時間エンベロープ補助情報は、線形予測係数の強度の
調整に用いるためのフィルタ強度パラメータを表すのが好ましい。
【００２４】
　本発明の音声復号装置では、前記時間エンベロープ補助情報は、前記時間エンベロープ
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情報の時間変化の大きさを示すパラメータを表すのが好ましい。
【００２５】
　本発明の音声復号装置では、前記時間エンベロープ補助情報は、前記低周波線形予測係
数に対する線形予測係数の差分情報を含むのが好ましい。
【００２６】
　本発明の音声復号装置では、前記差分情報は、ＬＳＰ（Linear Spectrum Pair）、ＩＳ
Ｐ（Immittance Spectrum Pair）、ＬＳＦ（Linear Spectrum Frequency）、ＩＳＦ（Imm
ittance Spectrum Frequency）、ＰＡＲＣＯＲ係数のいずれかの領域における線形予測係
数の差分を表すのが好ましい。
【００２７】
　本発明の音声復号装置では、前記低周波時間エンベロープ分析手段は、前記周波数変換
手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分に対し周波数方向の線形予測分析を
行って前記低周波線形予測係数を取得するとともに、当該周波数領域の前記低周波成分の
時間スロットごとの電力を取得することによって音声信号の時間エンベロープ情報を取得
し、前記時間エンベロープ調整手段は、前記時間エンベロープ補助情報を用いて前記低周
波線形予測係数を調整するとともに前記時間エンベロープ補助情報を用いて前記時間エン
ベロープ情報を調整し、前記時間エンベロープ変形手段は、前記高周波生成手段によって
生成された周波数領域の高周波成分に対し前記時間エンベロープ調整手段によって調整さ
れた線形予測係数を用いて周波数方向の線形予測フィルタ処理を行って音声信号の時間エ
ンベロープを変形するとともに当該周波数領域の前記高周波成分に前記時間エンベロープ
調整手段による調整後の前記時間エンベロープ情報を重畳することにより前記高周波成分
の時間エンベロープを変形するのが好ましい。
【００２８】
　本発明の音声復号装置では、前記低周波時間エンベロープ分析手段は、前記周波数変換
手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分に対し周波数方向の線形予測分析を
行って前記低周波線形予測係数を取得するとともに、当該周波数領域の前記低周波成分の
ＱＭＦサブバンドサンプルごとの電力を取得することによって音声信号の時間エンベロー
プ情報を取得し、前記時間エンベロープ調整手段は、前記時間エンベロープ補助情報を用
いて前記低周波線形予測係数を調整するとともに前記時間エンベロープ補助情報を用いて
前記時間エンベロープ情報を調整し、前記時間エンベロープ変形手段は、前記高周波生成
手段によって生成された周波数領域の高周波成分に対し前記時間エンベロープ調整手段に
よる調整後の線形予測係数を用いて周波数方向の線形予測フィルタ処理を行って音声信号
の時間エンベロープを変形するとともに当該周波数領域の前記高周波成分に前記時間エン
ベロープ調整手段による調整後の前記時間エンベロープ情報を乗算することにより前記高
周波成分の時間エンベロープを変形するのが好ましい。
【００２９】
　本発明の音声復号装置では、前記時間エンベロープ補助情報は、線形予測係数のフィル
タ強度と、前記時間エンベロープ情報の時間変化の大きさとの両方を示すパラメータを表
すのが好ましい。
【００３０】
　本発明の音声復号装置は、符号化された音声信号を復号する音声復号装置であって、前
記符号化された音声信号を含む外部からのビットストリームを、符号化ビットストリーム
と線形予測係数とに分離するビットストリーム分離手段と、前記線形予測係数を時間方向
に補間又は補外する線形予測係数補間・補外手段と、前記線形予測係数補間・補外手段に
よって補間又は補外された線形予測係数を用いて周波数領域で表現された高周波成分に周
波数方向の線形予測フィルタ処理を行って音声信号の時間エンベロープを変形する時間エ
ンベロープ変形手段と、を備える、ことを特徴とする。
【００３１】
　本発明の音声符号化方法は、音声信号を符号化する音声符号化装置を用いた音声符号化
方法であって、前記音声符号化装置が、前記音声信号の低周波成分を符号化するコア符号
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化ステップと、前記音声符号化装置が、前記音声信号の低周波成分の時間エンベロープを
用いて、前記音声信号の高周波成分の時間エンベロープの近似を得るための時間エンベロ
ープ補助情報を算出する時間エンベロープ補助情報算出ステップと、前記音声符号化装置
が、少なくとも、前記コア符号化ステップにおいて符号化した前記低周波成分と、前記時
間エンベロープ補助情報算出ステップにおいて算出した前記時間エンベロープ補助情報と
が多重化されたビットストリームを生成するビットストリーム多重化ステップと、を備え
る、ことを特徴とする。
【００３２】
　本発明の音声符号化方法は、音声信号を符号化する音声符号化装置を用いた音声符号化
方法であって、前記音声符号化装置が、前記音声信号の低周波成分を符号化するコア符号
化ステップと、前記音声符号化装置が、前記音声信号を周波数領域に変換する周波数変換
ステップと、前記音声符号化装置が、前記周波数変換ステップにおいて周波数領域に変換
した前記音声信号の高周波側係数に対し周波数方向に線形予測分析を行って高周波線形予
測係数を取得する線形予測分析ステップと、前記音声符号化装置が、前記線形予測分析ス
テップにおいて取得した前記高周波線形予測係数を時間方向に間引く予測係数間引きステ
ップと、前記音声符号化装置が、前記予測係数間引きステップにおける間引き後の前記高
周波線形予測係数を量子化する予測係数量子化ステップと、前記音声符号化装置が、少な
くとも前記コア符号化ステップにおける符号化後の前記低周波成分と前記予測係数量子化
ステップにおける量子化後の前記高周波線形予測係数とが多重化されたビットストリーム
を生成するビットストリーム多重化ステップと、を備える、ことを特徴とする。
【００３３】
　本発明の音声復号方法は、符号化された音声信号を復号する音声復号装置を用いた音声
復号方法であって、前記音声復号装置が、前記符号化された音声信号を含む外部からのビ
ットストリームを、符号化ビットストリームと時間エンベロープ補助情報とに分離するビ
ットストリーム分離ステップと、前記音声復号装置が、前記ビットストリーム分離ステッ
プにおいて分離した前記符号化ビットストリームを復号して低周波成分を得るコア復号ス
テップと、前記音声復号装置が、前記コア復号ステップにおいて得た前記低周波成分を周
波数領域に変換する周波数変換ステップと、前記音声復号装置が、前記周波数変換ステッ
プにおいて周波数領域に変換した前記低周波成分を低周波帯域から高周波帯域に複写する
ことによって高周波成分を生成する高周波生成ステップと、前記音声復号装置が、前記周
波数変換ステップにおいて周波数領域に変換した前記低周波成分を分析して時間エンベロ
ープ情報を取得する低周波時間エンベロープ分析ステップと、前記音声復号装置が、前記
低周波時間エンベロープ分析ステップにおいて取得した前記時間エンベロープ情報を、前
記時間エンベロープ補助情報を用いて調整する時間エンベロープ調整ステップと、前記音
声復号装置が、前記時間エンベロープ調整ステップにおける調整後の前記時間エンベロー
プ情報を用いて、前記高周波生成ステップにおいて生成した前記高周波成分の時間エンベ
ロープを変形する時間エンベロープ変形ステップと、を備えることを特徴とする。
【００３４】
　本発明の音声復号方法は、符号化された音声信号を復号する音声復号装置を用いた音声
復号方法であって、前記音声復号装置が、前記符号化された音声信号を含む外部からのビ
ットストリームを、符号化ビットストリームと線形予測係数とに分離するビットストリー
ム分離ステップと、前記音声復号装置が、前記線形予測係数を時間方向に補間又は補外す
る線形予測係数補間・補外ステップと、前記音声復号装置が、前記線形予測係数補間・補
外ステップにおいて補間又は補外した前記線形予測係数を用いて、周波数領域で表現され
た高周波成分に周波数方向の線形予測フィルタ処理を行って音声信号の時間エンベロープ
を変形する時間エンベロープ変形ステップと、を備える、ことを特徴とする。
【００３５】
　本発明の音声符号化プログラムは、音声信号を符号化するために、コンピュータ装置を
、前記音声信号の低周波成分を符号化するコア符号化手段、前記音声信号の低周波成分の
時間エンベロープを用いて、前記音声信号の高周波成分の時間エンベロープの近似を得る
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ための時間エンベロープ補助情報を算出する時間エンベロープ補助情報算出手段、及び、
少なくとも、前記コア符号化手段によって符号化された前記低周波成分と、前記時間エン
ベロープ補助情報算出手段によって算出された前記時間エンベロープ補助情報とが多重化
されたビットストリームを生成するビットストリーム多重化手段、として機能させること
を特徴とする。
【００３６】
　本発明の音声符号化プログラムは、音声信号を符号化するために、コンピュータ装置を
、前記音声信号の低周波成分を符号化するコア符号化手段、前記音声信号を周波数領域に
変換する周波数変換手段、前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記音声
信号の高周波側係数に対し周波数方向に線形予測分析を行って高周波線形予測係数を取得
する線形予測分析手段、前記線形予測分析手段によって取得された前記高周波線形予測係
数を時間方向に間引く予測係数間引き手段、前記予測係数間引き手段によって間引きされ
た後の前記高周波線形予測係数を量子化する予測係数量子化手段、及び、少なくとも前記
コア符号化手段による符号化後の前記低周波成分と前記予測係数量子化手段による量子化
後の前記高周波線形予測係数とが多重化されたビットストリームを生成するビットストリ
ーム多重化手段、として機能させることを特徴とする。
【００３７】
　本発明の音声復号プログラムは、符号化された音声信号を復号するために、コンピュー
タ装置を、前記符号化された音声信号を含む外部からのビットストリームを、符号化ビッ
トストリームと時間エンベロープ補助情報とに分離するビットストリーム分離手段、前記
ビットストリーム分離手段によって分離された前記符号化ビットストリームを復号して低
周波成分を得るコア復号手段、前記コア復号手段によって得られた前記低周波成分を周波
数領域に変換する周波数変換手段、前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された
前記低周波成分を低周波帯域から高周波帯域に複写することによって高周波成分を生成す
る高周波生成手段、前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分
を分析して時間エンベロープ情報を取得する低周波時間エンベロープ分析手段、前記低周
波時間エンベロープ分析手段によって取得された前記時間エンベロープ情報を、前記時間
エンベロープ補助情報を用いて調整する時間エンベロープ調整手段、及び、前記時間エン
ベロープ調整手段による調整後の前記時間エンベロープ情報を用いて、前記高周波生成手
段によって生成された前記高周波成分の時間エンベロープを変形する時間エンベロープ変
形手段、として機能させることを特徴とする。
【００３８】
　本発明の音声復号プログラムは、符号化された音声信号を復号するために、コンピュー
タ装置を、前記符号化された音声信号を含む外部からのビットストリームを、符号化ビッ
トストリームと線形予測係数とに分離するビットストリーム分離手段、前記線形予測係数
を時間方向に補間又は補外する線形予測係数補間・補外手段、及び、前記線形予測係数補
間・補外手段によって補間又は補外された線形予測係数を用いて周波数領域で表現された
高周波成分に周波数方向の線形予測フィルタ処理を行って音声信号の時間エンベロープを
変形する時間エンベロープ変形手段、として機能させることを特徴とする。
【００３９】
　本発明の音声復号装置では、前記時間エンベロープ変形手段は、前記高周波生成手段に
よって生成された周波数領域の前記高周波成分に対し周波数方向の線形予測フィルタ処理
を行った後、前記線形予測フィルタ処理の結果得られた高周波成分の電力を前記線形予測
フィルタ処理前と等しい値に調整するのが好ましい。
【００４０】
　本発明の音声復号装置では、前記時間エンベロープ変形手段は、前記高周波生成手段に
よって生成された周波数領域の前記高周波成分に対し周波数方向の線形予測フィルタ処理
を行った後、前記線形予測フィルタ処理の結果得られた高周波成分の任意の周波数範囲内
の電力を前記線形予測フィルタ処理前と等しい値に調整するのが好ましい。
【００４１】
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　本発明の音声復号装置では、前記時間エンベロープ補助情報は、前記調整後の前記時間
エンベロープ情報における最小値と平均値の比率であるのが好ましい。
【００４２】
　本発明の音声復号装置では、前記時間エンベロープ変形手段は、前記周波数領域の高周
波成分のＳＢＲエンベロープ時間セグメント内での電力が時間エンベロープの変形の前と
後で等しくなるように前記調整後の時間エンベロープの利得を制御した後に、前記周波数
領域の高周波成分に前記利得制御された時間エンベロープを乗算することにより高周波成
分の時間エンベロープを変形するのが好ましい。
【００４３】
　本発明の音声復号装置では、前記低周波時間エンベロープ分析手段は、前記周波数変換
手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分のＱＭＦサブバンドサンプルごとの
電力を取得し、さらにＳＢＲエンベロープ時間セグメント内での平均電力を用いて前記Ｑ
ＭＦサブバンドサンプルごとの電力を正規化することによって、各ＱＭＦサブバンドサン
プルへ乗算されるべきゲイン係数として表現された時間エンベロープ情報を取得するのが
好ましい。
【００４４】
　本発明の音声復号装置は、符号化された音声信号を復号する音声復号装置であって、前
記符号化された音声信号を含む外部からのビットストリームを復号して低周波成分を得る
コア復号手段と、前記コア復号手段によって得られた前記低周波成分を周波数領域に変換
する周波数変換手段と、前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記低周波
成分を低周波帯域から高周波帯域に複写することによって高周波成分を生成する高周波生
成手段と、前記周波数変換手段によって周波数領域に変換された前記低周波成分を分析し
て時間エンベロープ情報を取得する低周波時間エンベロープ分析手段と、前記ビットスト
リームを分析して時間エンベロープ補助情報を生成する時間エンベロープ補助情報生成部
と、前記低周波時間エンベロープ分析手段によって取得された前記時間エンベロープ情報
を、前記時間エンベロープ補助情報を用いて調整する時間エンベロープ調整手段と、前記
時間エンベロープ調整手段による調整後の前記時間エンベロープ情報を用いて、前記高周
波生成手段によって生成された前記高周波成分の時間エンベロープを変形する時間エンベ
ロープ変形手段と、を備える、ことを特徴とする。
【００４５】
　本発明の音声復号装置では、前記高周波調整手段に相当する、一次高周波調整手段と、
二次高周波調整手段とを具備し、前記一次高周波調整手段は、前記高周波調整手段に相当
する処理の一部を含む処理を実行し、前記時間エンベロープ変形手段は、前記一次高周波
調整手段の出力信号に対し時間エンベロープの変形を行い、前記二次高周波調整手段は、
前記時間エンベロープ変形手段の出力信号に対して、前記高周波調整手段に相当する処理
のうち前記一次高周波調整手段で実行されない処理を実行するのが好ましく、前記二次高
周波調整手段は、ＳＢＲの復号過程における正弦波の付加処理であるのが好ましい。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明によれば、ＳＢＲに代表される周波数領域での帯域拡張技術において、ビットレ
ートを著しく増大させることなく、発生するプリエコー・ポストエコーを軽減し復号信号
の主観的品質を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】第１の実施形態に係る音声符号化装置の構成を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係る音声符号化装置の動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図３】第１の実施形態に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図４】第１の実施形態に係る音声復号装置の動作を説明するためのフローチャートであ
る。
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【図５】第１の実施形態の変形例１に係る音声符号化装置の構成を示す図である。
【図６】第２の実施形態に係る音声符号化装置の構成を示す図である。
【図７】第２の実施形態に係る音声符号化装置の動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図８】第２の実施形態に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図９】第２の実施形態に係る音声復号装置の動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【図１０】第３の実施形態に係る音声符号化装置の構成を示す図である。
【図１１】第３の実施形態に係る音声符号化装置の動作を説明するためのフローチャート
である。
【図１２】第３の実施形態に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図１３】第３の実施形態に係る音声復号装置の動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１４】第４の実施形態に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図１５】第４の実施形態の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図１６】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図１７】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１８】第１の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図１９】第１の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図２０】第１の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図２１】第１の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図２２】第２の実施形態の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図２３】第２の実施形態の変形例に係る音声復号装置の動作を説明するためのフローチ
ャートである。
【図２４】第２の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図２５】第２の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図２６】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図２７】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図２８】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図２９】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図３０】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図３１】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図３２】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図３３】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図３４】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図３５】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図３６】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図３７】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図３８】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図３９】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
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【図４０】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図４１】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図４２】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の構成を示す図である。
【図４３】第４の実施形態の他の変形例に係る音声復号装置の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図４４】第１の実施形態の他の変形例に係る音声符号化装置の構成を示す図である。
【図４５】第１の実施形態の他の変形例に係る音声符号化装置の構成を示す図である。
【図４６】第２の実施形態の変形例に係る音声符号化装置の構成を示す図である。
【図４７】第２の実施形態の他の変形例に係る音声符号化装置の構成を示す図である。
【図４８】第４の実施形態に係る音声符号化装置の構成を示す図である。
【図４９】第４の実施形態の変形例に係る音声符号化装置の構成を示す図である。
【図５０】第４の実施形態の他の変形例に係る音声符号化装置の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　以下、図面を参照して、本発明に係る好適な実施形態について詳細に説明する。なお、
図面の説明において、可能な場合には、同一要素には同一符号を付し、重複する説明を省
略する。
【００４９】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る音声符号化装置１１の構成を示す図である。音声符号化
装置１１は、物理的には図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、この
ＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声符号化装置１１の内蔵メモリに格納された所定のコンピュータ
プログラム（例えば、図２のフローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログ
ラム）をＲＡＭにロードして実行することによって音声符号化装置１１を統括的に制御す
る。音声符号化装置１１の通信装置は、符号化の対象となる音声信号を外部から受信し、
更に、符号化された多重化ビットストリームを外部に出力する。
【００５０】
　音声符号化装置１１は、機能的には、周波数変換部１ａ（周波数変換手段）、周波数逆
変換部１ｂ、コアコーデック符号化部１ｃ（コア符号化手段）、ＳＢＲ符号化部１ｄ、線
形予測分析部１ｅ（時間エンベロープ補助情報算出手段）、フィルタ強度パラメータ算出
部１ｆ（時間エンベロープ補助情報算出手段）及びビットストリーム多重化部１ｇ（ビッ
トストリーム多重化手段）を備える。図１に示す音声符号化装置１１の周波数変換部１ａ
～ビットストリーム多重化部１ｇは、音声符号化装置１１のＣＰＵが音声符号化装置１１
の内蔵メモリに格納されたコンピュータプログラムを実行することによって実現される機
能である。音声符号化装置１１のＣＰＵは、このコンピュータプログラムを実行すること
によって（図１に示す周波数変換部１ａ～ビットストリーム多重化部１ｇを用いて）、図
２のフローチャートに示す処理（ステップＳａ１～ステップＳａ７の処理）を順次実行す
る。このコンピュータプログラムの実行に必要な各種データ、及び、このコンピュータプ
ログラムの実行によって生成された各種データは、全て、音声符号化装置１１のＲＯＭや
ＲＡＭ等の内蔵メモリに格納されるものとする。
【００５１】
　周波数変換部１ａは、音声符号化装置１１の通信装置を介して受信された外部からの入
力信号を多分割ＱＭＦフィルタバンクにより分析し、ＱＭＦ領域の信号ｑ（ｋ，ｒ）を得
る（ステップＳａ１の処理）。ただし、ｋ（０≦ｋ≦６３）は周波数方向のインデックス
であり、ｒは時間スロットを示すインデックスである。周波数逆変換部１ｂは、周波数変
換部１ａから得られたＱＭＦ領域の信号のうち、低周波側の半数の係数をＱＭＦフィルタ
バンクにより合成し、入力信号の低周波成分のみを含むダウンサンプルされた時間領域信
号を得る（ステップＳａ２の処理）。コアコーデック符号化部１ｃは、ダウンサンプルさ
れた時間領域信号を符号化し、符号化ビットストリームを得る（ステップＳａ３の処理）
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。コアコーデック符号化部１ｃにおける符号化はＣＥＬＰ方式に代表される音声符号化方
式に基づいてもよく、またＡＡＣに代表される変換符号化やＴＣＸ（Transform Coded Ex
citation）方式などの音響符号化に基づいてもよい。
【００５２】
　ＳＢＲ符号化部１ｄは、周波数変換部１ａからＱＭＦ領域の信号を受け取り、高周波成
分の電力・信号変化・トーナリティ等の分析に基づいてＳＢＲ符号化を行い、ＳＢＲ補助
情報を得る（ステップＳａ４の処理）。周波数変換部１ａにおけるＱＭＦ分析の方法およ
びＳＢＲ符号化部１ｄにおけるＳＢＲ符号化の方法は、例えば文献“3GPP TS 26.404; En
hanced aacPlus encoder SBR part”に詳述されている。
【００５３】
　線形予測分析部１ｅは、周波数変換部１ａからＱＭＦ領域の信号を受け取り、この信号
の高周波成分に対し周波数方向に線形予測分析を行って高周波線形予測係数ａＨ（ｎ，ｒ
）（１≦ｎ≦Ｎ）を取得する（ステップＳａ５の処理）。ただしＮは線形予測次数である
。また、インデックスｒは、ＱＭＦ領域の信号のサブサンプルに関する時間方向のインデ
ックスである。信号線形予測分析には、共分散法又は自己相関法を用いることができる。
ａＨ（ｎ，ｒ）を取得する際の線形予測分析は、ｑ（ｋ，ｒ）のうちｋｘ＜ｋ≦６３をみ
たす高周波成分に対して行う。ただしｋｘはコアコーデック符号化部１ｃによって符号化
される周波数帯域の上限周波数に対応する周波数インデックスである。また、線形予測分
析部１ｅは、ａＨ（ｎ，ｒ）を取得する際に分析したのとは別の低周波成分に対して線形
予測分析を行い、ａＨ（ｎ，ｒ）とは別の低周波線形予測係数ａＬ（ｎ，ｒ）を取得して
もよい（このような低周波成分に係る線形予測係数は時間エンベロープ情報に対応してお
り、以下、第１の実施形態においては同様）。ａＬ（ｎ，ｒ）を取得する際の線形予測分
析は、０≦ｋ＜ｋｘをみたす低周波成分に対するものである。また、この線形予測分析は
０≦ｋ＜ｋｘの区間に含まれる一部の周波数帯域に対するものであってもよい。
【００５４】
　フィルタ強度パラメータ算出部１ｆは、例えば、線形予測分析部１ｅによって取得され
た線形予測係数を用いてフィルタ強度パラメータ（フィルタ強度パラメータは時間エンベ
ロープ補助情報に対応しており、以下、第１の実施形態においては同様）を算出する（ス
テップＳａ６の処理）。まず、ａＨ（ｎ，ｒ）から予測ゲインＧＨ（ｒ）が算出される。
予測ゲインの算出方法は、たとえば“音声符号化、守谷健弘著、電子情報通信学会編”に
詳述されている。さらに、ａＬ（ｎ，ｒ）が算出されている場合には同様に予測ゲインＧ

Ｌ（ｒ）が算出される。フィルタ強度パラメータＫ（ｒ）は、ＧＨ（ｒ）が大きいほど大
きくなるパラメータであり、例えば次の数式（１）に従って取得することができる。ただ
し、ｍａｘ（ａ，ｂ）はａとｂの最大値、ｍｉｎ（ａ，ｂ）はａとｂの最小値を示す。
【数１】

【００５５】
　また、ＧＬ（ｒ）が算出されている場合には、Ｋ（ｒ）はＧＨ（ｒ）が大きいほど大き
くなり、ＧＬ（ｒ）が大きくなるほど小さくなるパラメータとして取得することができる
。この場合のＫは例えば次の数式（２）に従って取得することができる。
【数２】

【００５６】
　Ｋ（ｒ）は、ＳＢＲ復号時に高周波成分の時間エンベロープを調整する強度を示すパラ
メータである。周波数方向の線形予測係数に対する予測ゲインは、分析区間の信号の時間
エンベロープが急峻な変化を示すほど大きな値となる。Ｋ（ｒ）は、その値が大きいほど
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、ＳＢＲによって生成された高周波成分の時間エンベロープの変化を急峻にする処理を強
めるよう復号器に指示するためのパラメータである。なお、Ｋ（ｒ）は、その値が小さい
ほど、ＳＢＲによって生成された高周波成分の時間エンベロープを急峻にする処理を弱め
るよう復号器（例えば、音声復号装置２１等）に指示するためのパラメータであってもよ
く、時間エンベロープを急峻にする処理を実行しないことを示す値を含んでも良い。また
、各時間スロットのＫ（ｒ）を伝送せずに、複数の時間スロットに対して代表するＫ（ｒ
）を伝送しても良い。同一のＫ（ｒ）の値を共有する時間スロットの区間を決定するため
には、ＳＢＲ補助情報に含まれるＳＢＲエンベロープの時間境界（SBR envelope time bo
rder）情報を用いることが望ましい。
【００５７】
　Ｋ（ｒ）は、量子化された後にビットストリーム多重化部１ｇに送信される。量子化の
前に複数の時間スロットｒについて例えばＫ（ｒ）の平均をとることにより、複数の時間
スロットに対して代表するＫ（ｒ）を計算することが望ましい。また、複数の時間スロッ
トを代表するＫ（ｒ）を伝送する場合には、Ｋ（ｒ）の算出を数式（２）のように個々の
時間スロットを分析した結果から独立に行うのではなく、複数の時間スロットからなる区
間全体の分析結果からそれらを代表するＫ（ｒ）を取得してもよい。この場合のＫ（ｒ）
の算出は例えば次の数式（３）に従って行うことができる。ただし、ｍｅａｎ（・）は、
Ｋ（ｒ）によって代表される時間スロットの区間内における平均値を示す。
【数３】

【００５８】
　なお、Ｋ（ｒ）を伝送する際には、“ISO/IEC 14496-3 subpart 4 General Audio Codi
ng”に記載のＳＢＲ補助情報に含まれる逆フィルタモード情報と排他的に伝送しても良い
。すなわち、ＳＢＲ補助情報の逆フィルタモード情報を伝送する時間スロットに対しては
Ｋ（ｒ）を伝送せず、Ｋ（ｒ）を伝送する時間スロットに対してはＳＢＲ補助情報の逆フ
ィルタモード情報（“ISO/IEC 14496-3 subpart 4 General Audio Coding”におけるbs_i
nvf_mode）を伝送しなくてもよい。なお、Ｋ（ｒ）又はＳＢＲ補助情報に含まれる逆フィ
ルタモード情報のいずれを伝送するかを示す情報を付加してもよい。また、Ｋ（ｒ）とＳ
ＢＲ補助情報に含まれる逆フィルタモード情報とを組み合わせてひとつのベクトル情報と
して取り扱い、このベクトルをエントロピー符号化してもよい。この際、Ｋ（ｒ）と、Ｓ
ＢＲ補助情報に含まれる逆フィルタモード情報との値の組み合わせに制約を加えてもよい
。
【００５９】
　ビットストリーム多重化部１ｇは、コアコーデック符号化部１ｃによって算出された符
号化ビットストリームと、ＳＢＲ符号化部１ｄによって算出されたＳＢＲ補助情報と、フ
ィルタ強度パラメータ算出部１ｆによって算出されたＫ（ｒ）と、を多重化し、多重化ビ
ットストリーム（符号化された多重化ビットストリーム）を、音声符号化装置１１の通信
装置を介して出力する（ステップＳａ７の処理）。
【００６０】
　図３は、第１の実施形態に係る音声復号装置２１の構成を示す図である。音声復号装置
２１は、物理的には図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰ
Ｕは、ＲＯＭ等の音声復号装置２１の内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログ
ラム（例えば、図４のフローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）
をＲＡＭにロードして実行することによって音声復号装置２１を統括的に制御する。音声
復号装置２１の通信装置は、音声符号化装置１１、後述の変形例１の音声符号化装置１１
ａ、又は、後述の変形例２の音声符号化装置から出力される符号化された多重化ビットス
トリームを受信し、更に、復号した音声信号を外部に出力する。音声復号装置２１は、図
３に示すように、機能的には、ビットストリーム分離部２ａ（ビットストリーム分離手段
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、低周波線形予測分析部２ｄ（低周波時間エンベロープ分析手段）、信号変化検出部２ｅ
、フィルタ強度調整部２ｆ（時間エンベロープ調整手段）、高周波生成部２ｇ（高周波生
成手段）、高周波線形予測分析部２ｈ、線形予測逆フィルタ部２ｉ、高周波調整部２ｊ（
高周波調整手段）、線形予測フィルタ部２ｋ（時間エンベロープ変形手段）、係数加算部
２ｍ及び周波数逆変換部２ｎを備える。図３に示す音声復号装置２１のビットストリーム
分離部２ａ～周波数逆変換部２ｎは、音声復号装置２１のＣＰＵが音声復号装置２１の内
蔵メモリに格納されたコンピュータプログラムを実行することによって実現される機能で
ある。音声復号装置２１のＣＰＵは、このコンピュータプログラムを実行することによっ
て（図３に示すビットストリーム分離部２ａ～エンベロープ形状パラメータ算出部１ｎを
用いて）、図４のフローチャートに示す処理（ステップＳｂ１～ステップＳｂ１１の処理
）を順次実行する。このコンピュータプログラムの実行に必要な各種データ、及び、この
コンピュータプログラムの実行によって生成された各種データは、全て、音声復号装置２
１のＲＯＭやＲＡＭ等の内蔵メモリに格納されるものとする。
【００６１】
　ビットストリーム分離部２ａは、音声復号装置２１の通信装置を介して入力された多重
化ビットストリームを、フィルタ強度パラメータと、ＳＢＲ補助情報と、符号化ビットス
トリームとに分離する。コアコーデック復号部２ｂは、ビットストリーム分離部２ａから
与えられた符号化ビットストリームを復号し、低周波成分のみを含む復号信号を得る（ス
テップＳｂ１の処理）。この際、復号の方式は、ＣＥＬＰ方式に代表される音声符号化方
式に基づいてもよく、またＡＡＣやＴＣＸ（Transform Coded Excitation）方式などの音
響符号化に基づいてもよい。
【００６２】
　周波数変換部２ｃは、コアコーデック復号部２ｂから与えられた復号信号を多分割ＱＭ
Ｆフィルタバンクにより分析し、ＱＭＦ領域の信号ｑｄｅｃ（ｋ，ｒ）を得る（ステップ
Ｓｂ２の処理）。ただし、ｋ（０≦ｋ≦６３）は周波数方向のインデックスであり、ｒは
ＱＭＦ領域の信号のサブサンプルに関する時間方向のインデックスを示すインデックスで
ある。
【００６３】
　低周波線形予測分析部２ｄは、周波数変換部２ｃから得られたｑｄｅｃ（ｋ，ｒ）を時
間スロットｒの各々に関して周波数方向に線形予測分析し、低周波線形予測係数ａｄｅｃ

（ｎ，ｒ）を取得する（ステップＳｂ３の処理）。線形予測分析は、コアコーデック復号
部２ｂから得られた復号信号の信号帯域に対応する０≦ｋ＜ｋｘの範囲に対して行う。ま
た、この線形予測分析は０≦ｋ＜ｋｘの区間に含まれる一部の周波数帯域に対するもので
あってもよい。
【００６４】
　信号変化検出部２ｅは、周波数変換部２ｃから得られたＱＭＦ領域の信号の時間変化を
検出し、検出結果Ｔ（ｒ）として出力する。信号変化の検出は、例えば以下に示す方法に
よって行うことができる。
　１．時間スロットｒにおける信号の短時間電力ｐ（ｒ）を次の数式（４）によって取得
する。
【数４】

　２．ｐ（ｒ）を平滑化したエンベロープｐｅｎｖ（ｒ）を次の数式（５）によって取得
する。ただしαは０＜α＜１を満たす定数である。
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　３．ｐ（ｒ）とｐｅｎｖ（ｒ）とを用いてＴ（ｒ）を次の数式（６）に従って取得する
。ただしβは定数である。

【数６】

　以上に示した方法は電力の変化に基づく信号変化検出の単純な例であり、他のもっと洗
練された方法により信号変化検出を行ってもよい。また、信号変化検出部２ｅは省略して
もよい。
【００６５】
　フィルタ強度調整部２ｆは、低周波線形予測分析部２ｄから得られたａｄｅｃ（ｎ，ｒ
）に対してフィルタ強度の調整を行い、調整された線形予測係数ａａｄｊ（ｎ，ｒ）を得
る（ステップＳｂ４の処理）。フィルタ強度の調整は、ビットストリーム分離部２ａを介
して受信されたフィルタ強度パラメータＫを用いて、たとえば次の数式（７）に従って行
うことができる。

【数７】

　さらに、信号変化検出部２ｅの出力Ｔ（ｒ）が得られる場合には、強度の調整は次の数
式（８）に従って行ってもよい。

【数８】

【００６６】
　高周波生成部２ｇは、周波数変換部２ｃから得られたＱＭＦ領域の信号を低周波帯域か
ら高周波帯域に複写し、高周波成分のＱＭＦ領域の信号ｑｅｘｐ（ｋ，ｒ）を生成する（
ステップＳｂ５の処理）。高周波の生成は、“MPEG4 AAC”のＳＢＲにおけるHF generati
onの方法に従って行う（“ISO/IEC 14496-3 subpart 4 General Audio Coding”）。
【００６７】
　高周波線形予測分析部２ｈは、高周波生成部２ｇによって生成されたｑｅｘｐ（ｋ，ｒ
）を時間スロットｒの各々に関して周波数方向に線形予測分析し、高周波線形予測係数ａ

ｅｘｐ（ｎ，ｒ）を取得する（ステップＳｂ６の処理）。線形予測分析は、高周波生成部
２ｇによって生成された高周波成分に対応するｋｘ≦ｋ≦６３の範囲に対して行う。
【００６８】
　線形予測逆フィルタ部２ｉは、高周波生成部２ｇによって生成された高周波帯域のＱＭ
Ｆ領域の信号を対象とし、周波数方向にａｅｘｐ（ｎ，ｒ）を係数とする線形予測逆フィ
ルタ処理を行う（ステップＳｂ７の処理）。線形予測逆フィルタの伝達関数は次の数式（
９）の通りである。
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【数９】

　この線形予測逆フィルタ処理は、低周波側の係数から高周波側の係数に向かって行われ
てもよいし、その逆でもよい。線形予測逆フィルタ処理は、後段において時間エンベロー
プ変形を行う前に高周波成分の時間エンベロープを一旦平坦化しておくための処理であり
、線形予測逆フィルタ部２ｉは省略されてもよい。また、高周波生成部２ｇからの出力に
対して高周波成分への線形予測分析と逆フィルタ処理を行うかわりに、後述する高周波調
整部２ｊからの出力に対して高周波線形予測分析部２ｈによる線形予測分析と線形予測逆
フィルタ部２ｉによる逆フィルタ処理とを行ってもよい。さらに、線形予測逆フィルタ処
理に用いる線形予測係数は、ａｅｘｐ（ｎ，ｒ）ではなく、ａｄｅｃ（ｎ，ｒ）又はａａ

ｄｊ（ｎ，ｒ）であってもよい。また、線形予測逆フィルタ処理に用いられる線形予測係
数は、ａｅｘｐ（ｎ，ｒ）に対してフィルタ強度調整を行って取得される線形予測係数ａ

ｅｘｐ，ａｄｊ（ｎ，ｒ）であってもよい。強度調整は、ａａｄｊ（ｎ，ｒ）を取得する
際と同様、例えば、次の数式（１０）に従って行われる。

【数１０】

【００６９】
　高周波調整部２ｊは、線形予測逆フィルタ部２ｉからの出力に対して高周波成分の周波
数特性およびトーナリティの調整を行う（ステップＳｂ８の処理）。この調整はビットス
トリーム分離部２ａから与えられたＳＢＲ補助情報に従って行われる。高周波調整部２ｊ
による処理は、“MPEG4 AAC”のＳＢＲにおける“HF adjustment”ステップに従って行わ
れるものであり、高周波帯域のＱＭＦ領域の信号に対し、時間方向の線形予測逆フィルタ
処理、ゲインの調整及びノイズの重畳を行うことによる調整である。以上のステップにお
ける処理の詳細については“ISO/IEC 14496-3 subpart 4 General Audio Coding”に詳述
されている。なお、上記したように、周波数変換部２ｃ、高周波生成部２ｇ及び高周波調
整部２ｊは、全て、“ISO/IEC 14496-3”に規定される“MPEG4 AAC”におけるＳＢＲ復号
器に準拠した動作をする。
【００７０】
　線形予測フィルタ部２ｋは、高周波調整部２ｊから出力されたＱＭＦ領域の信号の高周
波成分ｑａｄｊ（ｎ，ｒ）に対し、フィルタ強度調整部２ｆから得られたａａｄｊ（ｎ，
ｒ）を用いて周波数方向に線形予測合成フィルタ処理を行う（ステップＳｂ９の処理）。
線形予測合成フィルタ処理における伝達関数は次の数式（１１）の通りである。
【数１１】

　この線形予測合成フィルタ処理によって、線形予測フィルタ部２ｋは、ＳＢＲに基づい
て生成された高周波成分の時間エンベロープを変形する。
【００７１】
　係数加算部２ｍは、周波数変換部２ｃから出力された低周波成分を含むＱＭＦ領域の信
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号と、線形予測フィルタ部２ｋから出力された高周波成分を含むＱＭＦ領域の信号とを加
算し、低周波成分と高周波成分の双方を含むＱＭＦ領域の信号を出力する（ステップＳｂ
１０の処理）。
【００７２】
　周波数逆変換部２ｎは、係数加算部２ｍから得られたＱＭＦ領域の信号をＱＭＦ合成フ
ィルタバンクによって処理する。これによって、コアコーデックの復号によって得られた
低周波成分と、ＳＢＲによって生成され線形予測フィルタによって時間エンベロープが変
形された高周波成分との双方を含む時間領域の復号した音声信号を取得し、この取得した
音声信号を、内蔵する通信装置を介して外部に出力する（ステップＳｂ１１の処理）。な
お、周波数逆変換部２ｎは、Ｋ（ｒ）と“ISO/IEC 14496-3 subpart 4 General Audio Co
ding”に記載のＳＢＲ補助情報の逆フィルタモード情報とが排他的に伝送された場合、Ｋ
（ｒ）が伝送されＳＢＲ補助情報の逆フィルタモード情報の伝送されない時間スロットに
対しては、当該時間スロットの前後における時間スロットのうちの少なくとも一つの時間
スロットに対するＳＢＲ補助情報の逆フィルタモード情報を用いて、当該時間スロットの
ＳＢＲ補助情報の逆フィルタモード情報を生成しても良く、当該時間スロットのＳＢＲ補
助情報の逆フィルタモード情報をあらかじめ決められた所定のモードに設定しても良い。
一方、周波数逆変換部２ｎは、ＳＢＲ補助情報の逆フィルタデータが伝送されＫ（ｒ）の
伝送されない時間スロットに対しては、当該時間スロットの前後における時間スロットの
うちの少なくとも一つの時間スロットに対するＫ（ｒ）を用いて、当該時間スロットのＫ
（ｒ）を生成しても良く、当該時間スロットのＫ（ｒ）を予め決められた所定の値に設定
しても良い。なお、周波数逆変換部２ｎは、Ｋ（ｒ）又はＳＢＲ補助情報の逆フィルタモ
ード情報のいずれを伝送したかを示す情報に基づき、伝送された情報が、Ｋ（ｒ）か、Ｓ
ＢＲ補助情報の逆フィルタモード情報か、を判断しても良い。
【００７３】
(第１の実施形態の変形例１)
　図５は、第１の実施形態に係る音声符号化装置の変形例（音声符号化装置１１ａ）の構
成を示す図である。音声符号化装置１１ａは、物理的には図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、Ｒ
ＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声符号化装置１１ａの内蔵メモ
リに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードして実行することによっ
て音声符号化装置１１ａを統括的に制御する。音声符号化装置１１ａの通信装置は、符号
化の対象となる音声信号を外部から受信し、更に、符号化された多重化ビットストリーム
を外部に出力する。
【００７４】
　音声符号化装置１１ａは、図５に示すように、機能的には、音声符号化装置１１の線形
予測分析部１ｅ、フィルタ強度パラメータ算出部１ｆ及びビットストリーム多重化部１ｇ
にかえて、高周波周波数逆変換部１ｈ、短時間電力算出部１ｉ（時間エンベロープ補助情
報算出手段）、フィルタ強度パラメータ算出部１ｆ１（時間エンベロープ補助情報算出手
段）及びビットストリーム多重化部１ｇ１（ビットストリーム多重化手段）を備える。ビ
ットストリーム多重化部１ｇ１はビットストリーム多重化部１ｇと同様の機能を有する。
図５に示す音声符号化装置１１ａの周波数変換部１ａ～ＳＢＲ符号化部１ｄ、高周波周波
数逆変換部１ｈ、短時間電力算出部１ｉ、フィルタ強度パラメータ算出部１ｆ１及びビッ
トストリーム多重化部１ｇ１は、音声符号化装置１１ａのＣＰＵが音声符号化装置１１ａ
の内蔵メモリに格納されたコンピュータプログラムを実行することによって実現される機
能である。このコンピュータプログラムの実行に必要な各種データ、及び、このコンピュ
ータプログラムの実行によって生成された各種データは、全て、音声符号化装置１１ａの
ＲＯＭやＲＡＭ等の内蔵メモリに格納されるものとする。
【００７５】
　高周波周波数逆変換部１ｈは、周波数変換部１ａから得られたＱＭＦ領域の信号のうち
、コアコーデック符号化部１ｃによって符号化される低周波成分に対応する係数を“０”
に置き換えた後にＱＭＦ合成フィルタバンクを用いて処理し、高周波成分のみが含まれた
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時間領域の高周波成分を短区間に区切ってその電力を算出し、ｐ（ｒ）を算出する。なお
、代替的な方法として、ＱＭＦ領域の信号を用いて次の数式（１２）に従って短時間電力
を算出してもよい。
【数１２】

【００７６】
　フィルタ強度パラメータ算出部１ｆ１は、ｐ（ｒ）の変化部分を検出し、変化が大きい
ほどＫ（ｒ）が大きくなるよう、Ｋ（ｒ）の値を決定する。Ｋ（ｒ）の値は、例えば、音
声復号装置２１の信号変化検出部２ｅにおけるＴ（ｒ）の算出と同一の方法で行ってもよ
い。また、他のもっと洗練された方法により信号変化検出を行ってもよい。また、フィル
タ強度パラメータ算出部１ｆ１は、低周波成分と高周波成分の各々について短時間電力を
取得した後に音声復号装置２１の信号変化検出部２ｅにおけるＴ（ｒ）の算出と同一の方
法によって低周波成分及び高周波成分各々の信号変化Ｔｒ（ｒ）、Ｔｈ（ｒ）を取得し、
これらを用いてＫ（ｒ）の値を決定してもよい。この場合、Ｋ（ｒ）は例えば次の数式（
１３）に従って取得することができる。ただし、εは、例えば３．０などの定数である。

【数１３】

【００７７】
(第１の実施形態の変形例２)
　第１の実施形態の変形例２の音声符号化装置（不図示）は、物理的には図示しないＣＰ
Ｕ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の変形例２の音声符
号化装置の内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードして
実行することによって変形例２の音声符号化装置を統括的に制御する。変形例２の音声符
号化装置の通信装置は、符号化の対象となる音声信号を外部から受信し、更に、符号化さ
れた多重化ビットストリームを外部に出力する。
【００７８】
　変形例２の音声符号化装置は、機能的には、音声符号化装置１１のフィルタ強度パラメ
ータ算出部１ｆ及びビットストリーム多重化部１ｇにかえて、図示しない線形予測係数差
分符号化部（時間エンベロープ補助情報算出手段）と、この線形予測係数差分符号化部か
らの出力を受けるビットストリーム多重化部（ビットストリーム多重化手段）とを備える
。変形例２の音声符号化装置の周波数変換部１ａ～線形予測分析部１ｅ、線形予測係数差
分符号化部、及び、ビットストリーム多重化部は、変形例２の音声符号化装置のＣＰＵが
変形例２の音声符号化装置の内蔵メモリに格納されたコンピュータプログラムを実行する
ことによって実現される機能である。このコンピュータプログラムの実行に必要な各種デ
ータ、及び、このコンピュータプログラムの実行によって生成された各種データは、全て
、変形例２の音声符号化装置のＲＯＭやＲＡＭ等の内蔵メモリに格納されるものとする。
【００７９】
　線形予測係数差分符号化部は、入力信号のａＨ（ｎ，ｒ）と入力信号のａＬ（ｎ，ｒ）
を用い、次の数式（１４）に従って線形予測係数の差分値ａＤ（ｎ，ｒ）を算出する。
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【数１４】

【００８０】
　線形予測係数差分符号化部は、さらにａＤ（ｎ，ｒ）を量子化し、ビットストリーム多
重化部（ビットストリーム多重化部１ｇに対応する構成）へ送信する。このビットストリ
ーム多重化部は、Ｋ（ｒ）に代わりａＤ（ｎ，ｒ）をビットストリームに多重化し、この
多重化ビットストリームを内蔵する通信装置を介して外部に出力する。
【００８１】
　第１の実施形態の変形例２の音声復号装置（不図示）は、物理的には図示しないＣＰＵ
、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の変形例２の音声復号
装置の内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードして実行
することによって変形例２の音声復号装置を統括的に制御する。変形例２の音声復号装置
の通信装置は、音声符号化装置１１、変形例１に係る音声符号化装置１１ａ、又は、変形
例２に係る音声符号化装置から出力される符号化された多重化ビットストリームを受信し
、更に、復号した音声信号を外部に出力する。
【００８２】
　変形例２の音声復号装置は、機能的には、音声復号装置２１のフィルタ強度調整部２ｆ
にかえて、図示しない線形予測係数差分復号部を備える。変形例２の音声復号装置のビッ
トストリーム分離部２ａ～信号変化検出部２ｅ、線形予測係数差分復号部、及び、高周波
生成部２ｇ～周波数逆変換部２ｎは、変形例２の音声復号装置のＣＰＵが変形例２の音声
復号装置の内蔵メモリに格納されたコンピュータプログラムを実行することによって実現
される機能である。このコンピュータプログラムの実行に必要な各種データ、及び、この
コンピュータプログラムの実行によって生成された各種データは、全て、変形例２の音声
復号装置のＲＯＭやＲＡＭ等の内蔵メモリに格納されるものとする。
【００８３】
　線形予測係数差分復号部は、低周波線形予測分析部２ｄから得られたａＬ（ｎ，ｒ）と
ビットストリーム分離部２ａから与えられたａＤ（ｎ，ｒ）を利用し、次の数式（１５）
に従って差分復号されたａａｄｊ（ｎ，ｒ）を得る。

【数１５】

【００８４】
　線形予測係数差分復号部は、このようにして差分復号されたａａｄｊ（ｎ，ｒ）を線形
予測フィルタ部２ｋに送信する。ａＤ（ｎ，ｒ）は、数式（１４）に示すように予測係数
の領域での差分値であってもよいが、予測係数をＬＳＰ（Linear Spectrum Pair）、ＩＳ
Ｐ（Immittance Spectrum Pair）、ＬＳＦ（Linear Spectrum Frequency）、ＩＳＦ（Imm
ittance Spectrum Frequency）、ＰＡＲＣＯＲ係数などの別の表現形式に変換した後に差
分をとった値であってもよい。この場合、差分復号も同じこの表現形式と同様となる。
【００８５】
（第２の実施形態）
　図６は、第２の実施形態に係る音声符号化装置１２の構成を示す図である。音声符号化
装置１２は、物理的には図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、この
ＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声符号化装置１２の内蔵メモリに格納された所定のコンピュータ
プログラム（例えば、図７のフローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログ
ラム）をＲＡＭにロードして実行することによって音声符号化装置１２を統括的に制御す
る。音声符号化装置１２の通信装置は、符号化の対象となる音声信号を外部から受信し、
更に、符号化された多重化ビットストリームを外部に出力する。
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【００８６】
　音声符号化装置１２は、機能的には、音声符号化装置１１のフィルタ強度パラメータ算
出部１ｆ及びビットストリーム多重化部１ｇにかえて、線形予測係数間引き部１ｊ（予測
係数間引き手段）、線形予測係数量子化部１ｋ（予測係数量子化手段）及びビットストリ
ーム多重化部１ｇ２（ビットストリーム多重化手段）を備える。図６に示す音声符号化装
置１２の周波数変換部１ａ～線形予測分析部１ｅ（線形予測分析手段）、線形予測係数間
引き部１ｊ、線形予測係数量子化部１ｋ及びビットストリーム多重化部１ｇ２は、音声符
号化装置１２のＣＰＵが音声符号化装置１２の内蔵メモリに格納されたコンピュータプロ
グラムを実行することによって実現される機能である。音声符号化装置１２のＣＰＵは、
このコンピュータプログラムを実行することによって（図６に示す音声符号化装置１２の
周波数変換部１ａ～線形予測分析部１ｅ、線形予測係数間引き部１ｊ、線形予測係数量子
化部１ｋ及びビットストリーム多重化部１ｇ２を用いて）、図７のフローチャートに示す
処理（ステップＳａ１～ステップＳａ５、及び、ステップＳｃ１～ステップＳｃ３の処理
）を順次実行する。このコンピュータプログラムの実行に必要な各種データ、及び、この
コンピュータプログラムの実行によって生成された各種データは、全て、音声符号化装置
１２のＲＯＭやＲＡＭ等の内蔵メモリに格納されるものとする。
【００８７】
　線形予測係数間引き部１ｊは、線形予測分析部１ｅから得られたａＨ（ｎ，ｒ）を時間
方向に間引き、ａＨ（ｎ，ｒ）のうち一部の時間スロットｒｉに対する値と、対応するｒ

ｉの値を線形予測係数量子化部１ｋに送信する（ステップＳｃ１の処理）。ただし、０≦
ｉ＜Ｎｔｓであり、Ｎｔｓはフレーム中でａＨ（ｎ，ｒ）の伝送が行われる時間スロット
の数である。線形予測係数の間引きは、一定の時間間隔によるものであってもよく、また
、ａＨ（ｎ，ｒ）の性質に基づく不等時間間隔の間引きであってもよい。例えば、ある長
さを持つフレームの中でａＨ（ｎ，ｒ）のＧＨ（ｒ）を比較し、ＧＨ（ｒ）が一定の値を
超えた場合にａＨ（ｎ，ｒ）を量子化の対象とするなどの方法が考えられる。線形予測係
数の間引き間隔をａＨ（ｎ，ｒ）の性質によらず一定の間隔とする場合には、伝送の対象
とならない時間スロットに対してはａＨ（ｎ，ｒ）を算出する必要がない。
【００８８】
　線形予測係数量子化部１ｋは、線形予測係数間引き部１ｊから与えられた間引き後の高
周波線形予測係数ａＨ（ｎ，ｒｉ）と、対応する時間スロットのインデックスｒｉを量子
化し、ビットストリーム多重化部１ｇ２に送信する（ステップＳｃ２の処理）。なお、代
替的な構成として、ａＨ（ｎ，ｒｉ）を量子化するかわりに、第１の実施形態の変形例２
に係る音声符号化装置と同様に、線形予測係数の差分値ａＤ（ｎ，ｒｉ）を量子化の対象
としてもよい。
【００８９】
　ビットストリーム多重化部１ｇ２は、コアコーデック符号化部１ｃで算出された符号化
ビットストリームと、ＳＢＲ符号化部１ｄで算出されたＳＢＲ補助情報と、線形予測係数
量子化部１ｋから与えられた量子化後のａＨ（ｎ，ｒｉ）に対応する時間スロットのイン
デックス｛ｒｉ｝とをビットストリームに多重化し、この多重化ビットストリームを、音
声符号化装置１２の通信装置を介して出力する（ステップＳｃ３の処理）。
【００９０】
　図８は、第２の実施形態に係る音声復号装置２２の構成を示す図である。音声復号装置
２２は、物理的には図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰ
Ｕは、ＲＯＭ等の音声復号装置２２の内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログ
ラム（例えば、図９のフローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）
をＲＡＭにロードして実行することによって音声復号装置２２を統括的に制御する。音声
復号装置２２の通信装置は、音声符号化装置１２から出力される符号化された多重化ビッ
トストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外部に出力する。
【００９１】
　音声復号装置２２は、機能的には、音声復号装置２１のビットストリーム分離部２ａ、



(23) JP 4932917 B2 2012.5.16

10

20

30

40

50

低周波線形予測分析部２ｄ、信号変化検出部２ｅ、フィルタ強度調整部２ｆ及び線形予測
フィルタ部２ｋにかえて、ビットストリーム分離部２ａ１（ビットストリーム分離手段）
、線形予測係数補間・補外部２ｐ（線形予測係数補間・補外手段）及び線形予測フィルタ
部２ｋ１（時間エンベロープ変形手段）を備える。図８に示す音声復号装置２２のビット
ストリーム分離部２ａ１、コアコーデック復号部２ｂ、周波数変換部２ｃ、高周波生成部
２ｇ～高周波調整部２ｊ、線形予測フィルタ部２ｋ１、係数加算部２ｍ、周波数逆変換部
２ｎ、及び、線形予測係数補間・補外部２ｐは、音声復号装置２２のＣＰＵが音声復号装
置２２の内蔵メモリに格納されたコンピュータプログラムを実行することによって実現さ
れる機能である。音声復号装置２２のＣＰＵは、このコンピュータプログラムを実行する
ことによって（図８に示すビットストリーム分離部２ａ１、コアコーデック復号部２ｂ、
周波数変換部２ｃ、高周波生成部２ｇ～高周波調整部２ｊ、線形予測フィルタ部２ｋ１、
係数加算部２ｍ、周波数逆変換部２ｎ、及び、線形予測係数補間・補外部２ｐを用いて）
、図９のフローチャートに示す処理（ステップＳｂ１～ステップＳｂ２、ステップＳｄ１
、ステップＳｂ５～ステップＳｂ８、ステップＳｄ２、及び、ステップＳｂ１０～ステッ
プＳｂ１１の処理）を順次実行する。このコンピュータプログラムの実行に必要な各種デ
ータ、及び、このコンピュータプログラムの実行によって生成された各種データは、全て
、音声復号装置２２のＲＯＭやＲＡＭ等の内蔵メモリに格納されるものとする。
【００９２】
　音声復号装置２２は、音声復号装置２２のビットストリーム分離部２ａ、低周波線形予
測分析部２ｄ、信号変化検出部２ｅ、フィルタ強度調整部２ｆ及び線形予測フィルタ部２
ｋにかえて、ビットストリーム分離部２ａ１、線形予測係数補間・補外部２ｐ及び線形予
測フィルタ部２ｋ１を備える。
【００９３】
　ビットストリーム分離部２ａ１は、音声復号装置２２の通信装置を介して入力された多
重化ビットストリームを、量子化されたａＨ（ｎ，ｒｉ）に対応する時間スロットのイン
デックスｒｉと、ＳＢＲ補助情報と、符号化ビットストリームとに分離する。
【００９４】
　線形予測係数補間・補外部２ｐは、量子化されたａＨ（ｎ，ｒｉ）に対応する時間スロ
ットのインデックスｒｉをビットストリーム分離部２ａ１から受け取り、線形予測係数の
伝送されていない時間スロットに対応するａＨ（ｎ，ｒ）を、補間又は補外により取得す
る（ステップＳｄ１の処理）。線形予測係数補間・補外部２ｐは、線形予測係数の補外を
、例えば次の数式（１６）に従って行うことができる。
【数１６】

ただし、ｒｉ０は線形予測係数が伝送されている時間スロット｛ｒｉ｝のうちｒに最も近
いものとする。また、δは０＜δ＜１を満たす定数である。
【００９５】
　また、線形予測係数補間・補外部２ｐは、線形予測係数の補間を、例えば次の数式（１
７）に従って行うことができる。ただし、ｒｉ０＜r＜ｒｉ０＋１を満たす。
【数１７】

【００９６】
　なお、線形予測係数補間・補外部２ｐは、線形予測係数をＬＳＰ（Linear Spectrum Pa
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ir）、ＩＳＰ（Immittance Spectrum Pair）、ＬＳＦ（Linear Spectrum Frequency）、
ＩＳＦ（Immittance Spectrum Frequency）、ＰＡＲＣＯＲ係数などの別の表現形式に変
換した後に補間・補外し、得られた値を線形予測係数に変換して用いても良い。補間又は
補外後のａＨ（ｎ，ｒ）は線形予測フィルタ部２ｋ１に送信され、線形予測合成フィルタ
処理における線形予測係数として利用されるが、線形予測逆フィルタ部２ｉにおける線形
予測係数として用いられてもよい。ビットストリームにａＨ（ｎ，ｒ）ではなくａＤ（ｎ
，ｒｉ）が多重化されている場合、線形予測係数補間・補外部２ｐは、上記の補間又は補
外処理に先立ち、第１の実施形態の変形例２に係る音声復号装置と同様の差分復号処理を
行う。
【００９７】
　線形予測フィルタ部２ｋ１は、高周波調整部２ｊから出力されたｑａｄｊ（ｎ，ｒ）に
対し、線形予測係数補間・補外部２ｐから得られた、補間又は補外されたａＨ（ｎ，ｒ）
を用いて周波数方向に線形予測合成フィルタ処理を行う（ステップＳｄ２の処理）。線形
予測フィルタ部２ｋ１の伝達関数は次の数式（１８）の通りである。線形予測フィルタ部
２ｋ１は、音声復号装置２１の線形予測フィルタ部２ｋと同様に、線形予測合成フィルタ
処理を行うことによって、ＳＢＲにより生成された高周波成分の時間エンベロープを変形
する。
【数１８】

【００９８】
（第３の実施形態）
　図１０は、第３の実施形態に係る音声符号化装置１３の構成を示す図である。音声符号
化装置１３は、物理的には図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、こ
のＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声符号化装置１３の内蔵メモリに格納された所定のコンピュー
タプログラム（例えば、図１１のフローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプ
ログラム）をＲＡＭにロードして実行することによって音声符号化装置１３を統括的に制
御する。音声符号化装置１３の通信装置は、符号化の対象となる音声信号を外部から受信
し、更に、符号化された多重化ビットストリームを外部に出力する。
【００９９】
　音声符号化装置１３は、機能的には、音声符号化装置１１の線形予測分析部１ｅ、フィ
ルタ強度パラメータ算出部１ｆ及びビットストリーム多重化部１ｇにかえて、時間エンベ
ロープ算出部１ｍ（時間エンベロープ補助情報算出手段）、エンベロープ形状パラメータ
算出部１ｎ（時間エンベロープ補助情報算出手段）及びビットストリーム多重化部１ｇ３
（ビットストリーム多重化手段）を備える。図１０に示す音声符号化装置１３の周波数変
換部１ａ～ＳＢＲ符号化部１ｄ、時間エンベロープ算出部１ｍ、エンベロープ形状パラメ
ータ算出部１ｎ、及び、ビットストリーム多重化部１ｇ３は、音声符号化装置１３のＣＰ
Ｕが音声符号化装置１３の内蔵メモリに格納されたコンピュータプログラムを実行するこ
とによって実現される機能である。音声符号化装置１３のＣＰＵは、このコンピュータプ
ログラムを実行することによって（図１０に示す音声符号化装置１３の周波数変換部１ａ
～ＳＢＲ符号化部１ｄ、時間エンベロープ算出部１ｍ、エンベロープ形状パラメータ算出
部１ｎ、及び、ビットストリーム多重化部１ｇ３を用いて）、図１１のフローチャートに
示す処理（ステップＳａ１～ステップＳａ４、及び、ステップＳｅ１～ステップＳｅ３の
処理）を順次実行する。このコンピュータプログラムの実行に必要な各種データ、及び、
このコンピュータプログラムの実行によって生成された各種データは、全て、音声符号化
装置１３のＲＯＭやＲＡＭ等の内蔵メモリに格納されるものとする。
【０１００】
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　時間エンベロープ算出部１ｍは、ｑ（ｋ，ｒ）を受け取り、例えば、ｑ（ｋ，ｒ）の時
間スロットごとの電力を取得することによって、信号の高周波成分の時間エンベロープ情
報ｅ（ｒ）を取得する（ステップＳｅ１の処理）。この場合、ｅ（ｒ）は次の数式（１９
）に従って取得される。
【数１９】

【０１０１】
　エンベロープ形状パラメータ算出部１ｎは、時間エンベロープ算出部１ｍからｅ（ｒ）
を受け取り、さらにＳＢＲ符号化部１ｄからＳＢＲエンベロープの時間境界｛ｂｉ｝を受
け取る。ただし、０≦ｉ≦Ｎｅであり、Ｎｅは符号化フレーム内のＳＢＲエンベロープの
数である。エンベロープ形状パラメータ算出部１ｎは、符号化フレーム内のＳＢＲエンベ
ロープの各々について、例えば次の数式（２０）に従ってエンベロープ形状パラメータｓ
（ｉ）（０≦ｉ＜Ｎｅ）を取得する（ステップＳｅ２の処理）。なお、エンベロープ形状
パラメータｓ（ｉ）は時間エンベロープ補助情報に対応しており、第３の実施形態におい
て同様とする。
【数２０】

ただし、
【数２１】

　上記の数式におけるｓ（ｉ）はｂｉ≦ｒ＜ｂｉ＋１を満たすｉ番目のＳＢＲエンベロー
プ内におけるｅ（ｒ）の変化の大きさを示すパラメータであり、時間エンベロープの変化
が大きいほどｅ（ｒ）は大きい値をとる。上記の数式（２０）及び（２１）は、ｓ（ｉ）
の算出方法の一例であり、例えばｅ（ｒ）のＳＭＦ（Spectral Flatness Measure）や、
最大値と最小値の比等、を用いてｓ（ｉ）を取得してもよい。この後、ｓ（ｉ）は量子化
され、ビットストリーム多重化部１ｇ３に伝送される。
【０１０２】
　ビットストリーム多重化部１ｇ３は、コアコーデック符号化部１ｃによって算出された
符号化ビットストリームと、ＳＢＲ符号化部１ｄによって算出されたＳＢＲ補助情報と、
ｓ（ｉ）とをビットストリームに多重化し、この多重化したビットストリームを、音声符
号化装置１３の通信装置を介して出力する（ステップＳｅ３の処理）。
【０１０３】
　図１２は、第３の実施形態に係る音声復号装置２３の構成を示す図である。音声復号装
置２３は、物理的には図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣ
ＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号装置２３の内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプロ
グラム（例えば、図１３のフローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラ
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ム）をＲＡＭにロードして実行することによって音声復号装置２３を統括的に制御する。
音声復号装置２３の通信装置は、音声符号化装置１３から出力される符号化された多重化
ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外部に出力する。
【０１０４】
　音声復号装置２３は、機能的には、音声復号装置２１のビットストリーム分離部２ａ、
低周波線形予測分析部２ｄ、信号変化検出部２ｅ、フィルタ強度調整部２ｆ、高周波線形
予測分析部２ｈ、線形予測逆フィルタ部２ｉ及び線形予測フィルタ部２ｋにかえて、ビッ
トストリーム分離部２ａ２（ビットストリーム分離手段）、低周波時間エンベロープ算出
部２ｒ（低周波時間エンベロープ分析手段）、エンベロープ形状調整部２ｓ（時間エンベ
ロープ調整手段）、高周波時間エンベロープ算出部２ｔ、時間エンベロープ平坦化部２ｕ
及び時間エンベロープ変形部２ｖ（時間エンベロープ変形手段）を備える。図１２に示す
音声復号装置２３のビットストリーム分離部２ａ２、コアコーデック復号部２ｂ～周波数
変換部２ｃ、高周波生成部２ｇ、高周波調整部２ｊ、係数加算部２ｍ、周波数逆変換部２
ｎ、及び、低周波時間エンベロープ算出部２ｒ～時間エンベロープ変形部２ｖは、音声復
号装置２３のＣＰＵが音声復号装置２３の内蔵メモリに格納されたコンピュータプログラ
ムを実行することによって実現される機能である。音声復号装置２３のＣＰＵは、このコ
ンピュータプログラムを実行することによって（図１２に示す音声復号装置２３のビット
ストリーム分離部２ａ２、コアコーデック復号部２ｂ～周波数変換部２ｃ、高周波生成部
２ｇ、高周波調整部２ｊ、係数加算部２ｍ、周波数逆変換部２ｎ、及び、低周波時間エン
ベロープ算出部２ｒ～時間エンベロープ変形部２ｖを用いて）、図１３のフローチャート
に示す処理（ステップＳｂ１～ステップＳｂ２、ステップＳｆ１～ステップＳｆ２、ステ
ップＳｂ５、ステップＳｆ３～ステップＳｆ４、ステップＳｂ８、ステップＳｆ５、及び
、ステップＳｂ１０～ステップＳｂ１１の処理）を順次実行する。このコンピュータプロ
グラムの実行に必要な各種データ、及び、このコンピュータプログラムの実行によって生
成された各種データは、全て、音声復号装置２３のＲＯＭやＲＡＭ等の内蔵メモリに格納
されるものとする。
【０１０５】
　ビットストリーム分離部２ａ２は、音声復号装置２３の通信装置を介して入力された多
重化ビットストリームを、ｓ（ｉ）と、ＳＢＲ補助情報と、符号化ビットストリームとに
分離する。低周波時間エンベロープ算出部２ｒは、周波数変換部２ｃから低周波成分を含
むｑｄｅｃ（ｋ，ｒ）を受け取り、ｅ（ｒ）を次の数式（２２）に従って取得する（ステ
ップＳｆ１の処理）。
【数２２】

【０１０６】
　エンベロープ形状調整部２ｓは、ｓ（ｉ）を用いてｅ（ｒ）を調整し、調整後の時間エ
ンベロープ情報ｅａｄｊ（ｒ）を取得する（ステップＳｆ２の処理）。このｅ（ｒ）に対
する調整は、例えば次の数式（２３）～（２５）に従って行うことができる。
【数２３】

ただし、
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【数２４】

【数２５】

である。
【０１０７】
　上記の数式（２３）～（２５）は調整方法の一例であり、ｅａｄｊ（ｒ）の形状がｓ（
ｉ）によって示される形状に近づくような他の調整方法を用いてもよい。
【０１０８】
　高周波時間エンベロープ算出部２ｔは、高周波生成部２ｇから得られたｑｅｘｐ（ｋ，
ｒ）を用いて時間エンベロープｅｅｘｐ（ｒ）を次の数式（２６）に従って算出する（ス
テップＳｆ３の処理）。
【数２６】

【０１０９】
　時間エンベロープ平坦化部２ｕは、高周波生成部２ｇから得られたｑｅｘｐ（ｋ，ｒ）
の時間エンベロープを次の数式（２７）に従って平坦化し、得られたＱＭＦ領域の信号ｑ

ｆｌａｔ（ｋ，ｒ）を高周波調整部２ｊに送信する（ステップＳｆ４の処理）。
【数２７】

【０１１０】
　時間エンベロープ平坦化部２ｕにおける時間エンベロープの平坦化は省略されてもよい
。また、高周波生成部２ｇからの出力に対して、高周波成分の時間エンベロープ算出と時
間エンベロープの平坦化処理とを行うかわりに、高周波調整部２ｊからの出力に対して、
高周波成分の時間エンベロープ算出と時間エンベロープの平坦化処理とを行ってもよい。
さらに、時間エンベロープ平坦化部２ｕにおいて用いる時間エンベロープは、高周波時間
エンベロープ算出部２ｔから得られたｅｅｘｐ（ｒ）ではなく、エンベロープ形状調整部
２ｓから得られたｅａｄｊ（ｒ）であってもよい。
【０１１１】
　時間エンベロープ変形部２ｖは、高周波調整部２ｊから得られたｑａｄｊ（ｋ，ｒ）を
時間エンベロープ変形部２ｖから得られたｅａｄｊ（ｒ）を用いて変形し、時間エンベロ
ープが変形されたＱＭＦ領域の信号ｑｅｎｖａｄｊ（ｋ，ｒ）を取得する（ステップＳｆ
５の処理）。この変形は、次の数式（２８）に従って行われる。ｑｅｎｖａｄｊ（ｋ，ｒ
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）は高周波成分に対応するＱＭＦ領域の信号として係数加算部２ｍに送信される。
【数２８】

【０１１２】
（第４の実施形態）
　図１４は、第４の実施形態に係る音声復号装置２４の構成を示す図である。音声復号装
置２４は、物理的には図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣ
ＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号装置２４の内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプロ
グラムをＲＡＭにロードして実行することによって音声復号装置２４を統括的に制御する
。音声復号装置２４の通信装置は、音声符号化装置１１又は音声符号化装置１３から出力
される符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外部に
出力する。
【０１１３】
　音声復号装置２４は、機能的には、音声復号装置２１の構成（コアコーデック復号部２
ｂ、周波数変換部２ｃ、低周波線形予測分析部２ｄ、信号変化検出部２ｅ、フィルタ強度
調整部２ｆ、高周波生成部２ｇ、高周波線形予測分析部２ｈ、線形予測逆フィルタ部２ｉ
、高周波調整部２ｊ、線形予測フィルタ部２ｋ、係数加算部２ｍ及び周波数逆変換部２ｎ
）と、音声復号装置２３の構成（低周波時間エンベロープ算出部２ｒ、エンベロープ形状
調整部２ｓ及び時間エンベロープ変形部２ｖ）とを備える。更に、音声復号装置２４は、
ビットストリーム分離部２ａ３（ビットストリーム分離手段）及び補助情報変換部２ｗを
備える。線形予測フィルタ部２ｋと時間エンベロープ変形部２ｖの順序は図１４に示すも
のと逆であってもよい。なお、音声復号装置２４は、音声符号化装置１１又は音声符号化
装置１３によって符号化されたビットストリームを入力とすることが望ましい。図１４に
示す音声復号装置２４の構成は、音声復号装置２４のＣＰＵが音声復号装置２４の内蔵メ
モリに格納されたコンピュータプログラムを実行することによって実現される機能である
。このコンピュータプログラムの実行に必要な各種データ、及び、このコンピュータプロ
グラムの実行によって生成された各種データは、全て、音声復号装置２４のＲＯＭやＲＡ
Ｍ等の内蔵メモリに格納されるものとする。
【０１１４】
　ビットストリーム分離部２ａ３は、音声復号装置２４の通信装置を介して入力された多
重化ビットストリームを、時間エンベロープ補助情報と、ＳＢＲ補助情報と、符号化ビッ
トストリームとに分離する。時間エンベロープ補助情報は、第１の実施形態において説明
したＫ（ｒ）、又は、第３の実施形態において説明したｓ（ｉ）、であってもよい。また
、Ｋ（ｒ）、ｓ（ｉ）のいずれでもない他のパラメータＸ（ｒ）であってもよい。
【０１１５】
　補助情報変換部２ｗは、入力された時間エンベロープ補助情報を変換し、Ｋ（ｒ）とｓ
（ｉ）とを得る。時間エンベロープ補助情報がＫ（ｒ）の場合、補助情報変換部２ｗは、
Ｋ（ｒ）をｓ（ｉ）に変換する。補助情報変換部２ｗは、この変換を、例えばｂｉ≦ｒ＜
ｂｉ＋１の区間内でのＫ（ｒ）の平均値
【数２９】

を取得した後に、所定のテーブルを用いて、この数式（２９）に示す平均値をｓ（ｉ）に
変換することによって行ってもよい。また、時間エンベロープ補助情報がｓ（ｉ）の場合
、補助情報変換部２ｗは、ｓ（ｉ）をＫ（ｒ）に変換する。補助情報変換部２ｗは、この
変換を、例えば所定のテーブルを用いてｓ（ｉ）をＫ（ｒ）に変換することによって行っ



(29) JP 4932917 B2 2012.5.16

10

20

30

40

50

てもよい。ただし、ｉとｒはｂｉ≦ｒ＜ｂｉ＋１の関係を満たすよう対応づけられるもの
とする。
【０１１６】
　時間エンベロープ補助情報がｓ（ｉ）でもＫ（ｒ）でもないパラメータＸ（ｒ）の場合
、補助情報変換部２ｗは、Ｘ（ｒ）を、Ｋ（ｒ）とｓ（ｉ）とに変換する。補助情報変換
部２ｗは、この変換を、例えば所定のテーブルを用いてＸ（ｒ）をＫ（ｒ）およびｓ（ｉ
）に変換することによって行うのが望ましい。また、補助情報変換部２ｗは、Ｘ（ｒ）を
ＳＢＲエンベロープ毎に１つの代表値を伝送するのが望ましい。Ｘ（ｒ）をＫ（ｒ）およ
びｓ（ｉ）に変換するテーブルは互いに異なっていてもよい。
【０１１７】
（第１の実施形態の変形例３）
　第１の実施形態の音声復号装置２１において、音声復号装置２１の線形予測フィルタ部
２ｋは、自動利得制御処理を含むことができる。この自動利得制御処理は、線形予測フィ
ルタ部２ｋの出力のＱＭＦ領域の信号の電力を入力されたＱＭＦ領域の信号電力に合わせ
る処理である。利得制御後のＱＭＦ領域信号ｑｓｙｎ，ｐｏｗ（ｎ，ｒ）は、一般的には
、次式により実現される。
【数３０】

　ここで、Ｐ０（ｒ），Ｐ１（ｒ）はそれぞれ以下の数式（３１）及び数式（３２）で表
される。
【数３１】

【数３２】

　この自動利得制御処理により、線形予測フィルタ部２ｋの出力信号の高周波成分の電力
は線形予測フィルタ処理前と等しい値に調整される。その結果、ＳＢＲに基づいて生成さ
れた高周波成分の時間エンベロープを変形した線形予測フィルタ部２ｋの出力信号におい
て、高周波調整部２ｊにおいて行われた高周波信号の電力の調整の効果が保たれる。なお
、この自動利得制御処理は，ＱＭＦ領域の信号の任意の周波数範囲に対して個別に行うこ
とも可能である。個々の周波数範囲に対する処理は、それぞれ、数式（３０）、数式（３
１）、数式（３２）のｎをある周波数範囲に限定することで実現できる。例えばｉ番目の
周波数範囲はＦｉ≦ｎ＜Ｆｉ＋１と表すことができる（この場合のｉは、ＱＭＦ領域の信
号の任意の周波数範囲の番号を示すインデックスである）。Ｆｉは周波数範囲の境界を示
し、“MPEG4 AAC”のＳＢＲにおいて規定されるエンベロープスケールファクタの周波数
境界テーブルであることが望ましい。周波数境界テーブルは“MPEG4 AAC”のＳＢＲの規
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測フィルタ部２ｋの出力信号の高周波成分の任意の周波数範囲内の電力は線形予測フィル
タ処理前と等しい値に調整される。その結果、ＳＢＲに基づいて生成された高周波成分の
時間エンベロープを変形した線形予測フィルタ部２ｋの出力信号で、高周波調整部２ｊに
おいて行われた高周波信号の電力の調整の効果が周波数範囲の単位で保たれる。また、第
１の実施形態の本変形例３と同様の変更を第４の実施形態における線形予測フィルタ部２
ｋに加えてもよい。
【０１１８】
（第３の実施形態の変形例１）
　第３の実施形態の音声符号化装置１３におけるエンベロープ形状パラメータ算出部１ｎ
は、以下のような処理で実現することもできる。エンベロープ形状パラメータ算出部１ｎ
は、符号化フレーム内のＳＢＲエンベロープのの各々について、次の数式（３３）に従っ
てエンベロープ形状パラメータｓ（ｉ）（０≦ｉ＜Ｎｅ）を取得する。
【数３３】

ただし、

【数３４】

はe（ｒ）のＳＢＲエンベロープ内での平均値であり、その算出方法は数式（２１）に従
う。ただし、ＳＢＲエンベロープとは、ｂｉ≦ｒ＜ｂｉ＋１を満たす時間範囲を示す。ま
た、｛ｂｉ｝は、ＳＢＲ補助情報に情報として含まれている、ＳＢＲエンベロープの時間
境界であり、任意の時間範囲、任意の周波数範囲の平均信号エネルギーを表すＳＢＲエン
ベロープスケールファクタが対象とする時間範囲の境界である。また、ｍｉｎ（・）はｂ

ｉ≦ｒ＜ｂｉ＋１の範囲における最小値を表す。従って、この場合には、エンベロープ形
状パラメータｓ（ｉ）は、調整後の時間エンベロープ情報のＳＢＲエンベロープ内での最
小値と平均値の比率を指示するパラメータである。また、第３の実施形態の音声復号装置
２３におけるエンベロープ形状調整部２ｓは、以下のような処理で実現することもできる
。エンベロープ形状調整部２ｓは、ｓ（ｉ）を用いてｅ（ｒ）を調整し、調整後の時間エ
ンベロープ情報ｅａｄｊ（ｒ）を取得する。調整の方法は次の数式（３５）又は数式（３
６）に従う。

【数３５】
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　数式３５は、調整後の時間エンベロープ情報ｅａｄｊ（ｒ）のＳＢＲエンベロープ内で
の最小値と平均値の比率が、エンベロープ形状パラメータｓ（ｉ）の値と等しくなるよう
エンベロープ形状を調整するものである。また、上記した第３の実施形態の本変形例１と
同様の変更を第４の実施形態に加えてもよい。
【０１１９】
（第３の実施形態の変形例２）
　時間エンベロープ変形部２ｖは、数式（２８）に代わり、次の数式を利用することもで
きる。数式（３７）に示すとおり、ｅａｄｊ，ｓｃａｌｅｄ（ｒ）は、ｑａｄｊ（ｋ，ｒ
）とｑｅｎｖａｄｊ（ｋ，ｒ）のＳＢＲエンベロープ内での電力が等しくなるよう調整後
の時間エンベロープ情報ｅａｄｊ（ｒ）の利得を制御したものである。また、数式（３８
）に示すとおり、第３の実施形態の本変形例２では、ｅａｄｊ（ｒ）ではなくｅａｄｊ，

ｓｃａｌｅｄ（ｒ）をＱＭＦ領域の信号ｑａｄｊ（ｋ，ｒ）に乗算してｑｅｎｖａｄｊ（
ｋ，ｒ）を得る。従って、時間エンベロープ変形部２ｖは、ＳＢＲエンベロープ内での信
号電力が時間エンベロープの変形の前と後で等しくなるようにＱＭＦ領域の信号ｑａｄｊ

（ｋ，ｒ）の時間エンベロープの変形を行うことができる。ただし、ＳＢＲエンベロープ
とは、ｂｉ≦ｒ＜ｂｉ＋１を満たす時間範囲を示す。また、｛ｂｉ｝は、ＳＢＲ補助情報
に情報として含まれている、ＳＢＲエンベロープの時間境界であり、任意の時間範囲、任
意の周波数範囲の平均信号エネルギーを表すＳＢＲエンベロープスケールファクタが対象
とする時間範囲の境界である。また、本発明の実施例中における用語“ＳＢＲエンベロー
プ”は、“ISO/IEC 14496-3”に規定される“MPEG4 AAC”における用語“ＳＢＲエンベロ
ープ時間セグメント”に相当し、実施例全体を通して“ＳＢＲエンベロープ”は“ＳＢＲ
エンベロープ時間セグメント”と同一の内容を意味する。
【数３７】
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【数３８】

　また、上記した第３の実施形態の本変形例２と同様の変更を第４の実施形態に加えても
よい。
【０１２０】
（第３の実施形態の変形例３）
　数式（１９）は下記の数式（３９）であってもよい。

【数３９】

　数式（２２）は下記の数式（４０）であってもよい。
【数４０】

　数式（２６）は下記の数式（４１）であってもよい。
【数４１】

　数式（３９）及び数式（４０）にしたがった場合、時間エンベロープ情報ｅ（ｒ）は、
ＱＭＦサブバンドサンプルごとの電力をＳＢＲエンベロープ内での平均電力で正規化し、
さらに平方根をとったものとなる。ただし、ＱＭＦサブバンドサンプルは、ＱＭＦ領域信
号において、同一の時間インデックス“ｒ”に対応する信号ベクトルであり、QMF領域に
おける一つのサブサンプルを意味する。また、本発明の実施形態全体において、用語”時
間スロット”は”ＱＭＦサブバンドサンプル”と同一の内容を意味する。この場合、時間
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エンベロープ情報ｅ（ｒ）は、各ＱＭＦサブバンドサンプルへ乗算されるべきゲイン係数
を意味することとなり、調整後の時間エンベロープ情報ｅａｄｊ（ｒ）も同様である。
【０１２１】
（第４の実施形態の変形例１）
　第４の実施形態の変形例１の音声復号装置２４ａ（不図示）は、物理的には図示しない
ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号装置
２４ａの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードして実
行することによって音声復号装置２４ａを統括的に制御する。音声復号装置２４ａの通信
装置は、音声符号化装置１１又は音声符号化装置１３から出力される符号化された多重化
ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外部に出力する。音声復号装置２
４ａは、機能的には、音声復号装置２４のビットストリーム分離部２ａ３に代わり、ビッ
トストリーム分離部２ａ４（不図示）を備え、さらに、補助情報変換部２ｗに代わり、時
間エンベロープ補助情報生成部２ｙ（不図示）を備える。ビットストリーム分離部２ａ４
は、多重化ビットストリームを、ＳＢＲ補助情報と、符号化ビットストリームとに分離す
る。時間エンベロープ補助情報生成部２ｙは、符号化ビットストリームおよびＳＢＲ補助
情報に含まれる情報に基づいて、時間エンベロープ補助情報を生成する。
【０１２２】
　あるＳＢＲエンベロープにおける時間エンベロープ補助情報の生成には、例えば当該Ｓ
ＢＲエンベロープの時間幅（ｂｉ＋１－ｂｉ）、フレームクラス、逆フィルタの強度パラ
メータ、ノイズフロア、高周波電力の大きさ、高周波電力と低周波電力の比率、ＱＭＦ領
域で表現された低周波信号を周波数方向に線形予測分析した結果の自己相関係数または予
測ゲインなどを用いることができる。これらのパラメータの一つ、または複数の値に基づ
いてＫ（ｒ）またはｓ（ｉ）を決定することで、時間エンベロープ補助情報を生成するこ
とができる。例えばＳＢＲエンベロープの時間幅（ｂｉ＋１－ｂｉ）が広いほどＫ（ｒ）
またはｓ（ｉ）が小さくなるよう、またはＳＢＲエンベロープの時間幅（ｂｉ＋１－ｂｉ

）が広いほどＫ（ｒ）またはｓ（ｉ）が大きくなるよう（ｂｉ＋１－ｂｉ）に基づいてＫ
（ｒ）またはｓ（ｉ）を決定することで、時間エンベロープ補助情報を生成することがで
きる。また、同様の変更を第１の実施形態及び第３の実施形態に加えてもよい。
【０１２３】
（第４の実施形態の変形例２）
　第４の実施形態の変形例２の音声復号装置２４ｂ（図１５参照）は、物理的には図示し
ないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号
装置２４ｂの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードし
て実行することによって音声復号装置２４ｂを統括的に制御する。音声復号装置２４ｂの
通信装置は、音声符号化装置１１又は音声符号化装置１３から出力される符号化された多
重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外部に出力する。音声復号装
置２４ｂは、図１５に示すとおり、高周波調整部２ｊにかえて、一次高周波調整部２ｊ１
と二次高周波調整部２ｊ２とを備える。
【０１２４】
　ここで、一次高周波調整部２ｊ１は、“MPEG4 AAC”のＳＢＲにおける“HF adjustment
”ステップにある、高周波帯域のＱＭＦ領域の信号に対する時間方向の線形予測逆フィル
タ処理、ゲインの調整及びノイズの重畳処理による調整を行う。このとき、一次高周波調
整部２ｊ１の出力信号は、“ISO/IEC 14496-3:2005”の“SBR tool”内、4.6.18.7.6節“
Assembling HF signals”の記述内における信号Ｗ２に相当するものとなる。線形予測フ
ィルタ部２ｋ（又は、線形予測フィルタ部２ｋ１）および時間エンベロープ変形部２ｖは
、一次高周波調整部の出力信号を対象に時間エンベロープの変形を行う。二次高周波調整
部２ｊ２は、時間エンベロープ変形部２ｖから出力されたＱＭＦ領域の信号に対し、“MP
EG4 AAC”のＳＢＲにおける“HF adjustment”ステップにある正弦波の付加処理を行う。
二次高周波調整部の処理は、“ISO/IEC 14496-3:2005”の“SBR tool”内、4.6.18.7.6節
“Assembling HF signals”の記述内における、信号Ｗ２から信号Ｙを生成する処理にお
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いて、信号Ｗ２を時間エンベロープ変形部２ｖの出力信号に置き換えた処理に相当する。
【０１２５】
　なお、上記の説明では正弦波付加処理のみを二次高周波調整部２ｊ２の処理としたが、
“HF adjustment”ステップにある処理のいずれかを二次高周波調整部２ｊ２の処理とし
てよい。また、同様な変形は、第１の実施形態、第２の実施形態、第３の実施形態に加え
てもよい。この際、第１の実施形態および第２の実施形態は線形予測フィルタ部（線形予
測フィルタ部２ｋ，２ｋ１）を備え、時間エンベロープ変形部を備えないため、一次高周
波調整部２ｊ１の出力信号に対して線形予測フィルタ部での処理を行った後、線形予測フ
ィルタ部の出力信号を対象に二次高周波調整部２ｊ２での処理を行う。
【０１２６】
　また、第３の実施形態は時間エンベロープ変形部２ｖを備え、線形予測フィルタ部を備
えないため、一次高周波調整部２ｊ１の出力信号に対して時間エンベロープ変形部２ｖで
の処理を行った後、時間エンベロープ変形部２ｖの出力信号を対象に二次高周波調整部で
の処理を行う。
【０１２７】
　また、第４の実施形態の音声復号装置（音声復号装置２４，２４ａ，２４ｂ）において
、線形予測フィルタ部２ｋと時間エンベロープ変形部２ｖの処理の順序は逆でもよい。す
なわち、高周波調整部２ｊまたは一次高周波調整部２ｊ１の出力信号に対して、時間エン
ベロープ変形部２ｖの処理を先に行い、次に、時間エンベロープ変形部２ｖの出力信号に
対して線形予測フィルタ部２ｋの処理を行ってもよい。
【０１２８】
　また、時間エンベロープ補助情報は線形予測フィルタ部２ｋまたは時間エンベロープ変
形部２ｖでの処理を行うか否かを指示する２値の制御情報を含み、この制御情報が線形予
測フィルタ部２ｋまたは時間エンベロープ変形部２ｖでの処理を行うことを指示している
場合に限って、フィルタ強度パラメータＫ（ｒ）、エンベロープ形状パラメータｓ（ｉ）
、またはＫ（ｒ）とｓ（ｉ）の双方を決定するパラメータであるＸ（ｒ）のいずれか一つ
以上をさらに情報として含む形式をとってもよい。
【０１２９】
（第４の実施形態の変形例３）
　第４の実施形態の変形例３の音声復号装置２４ｃ（図１６参照）は、物理的には図示し
ないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号
装置２４ｃの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、図１７の
フローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロードして
実行することによって音声復号装置２４ｃを統括的に制御する。音声復号装置２４ｃの通
信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外
部に出力する。音声復号装置２４ｃは、図１６に示すとおり、高周波調整部２ｊにかえて
、一次高周波調整部２ｊ３と二次高周波調整部２ｊ４とを備え、さらに線形予測フィルタ
部２ｋと時間エンベロープ変形部２ｖに代えて個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ
３を備える（個別信号成分調整部は、時間エンベロープ変形手段に相当する）。
【０１３０】
　一次高周波調整部２ｊ３は、高周波帯域のＱＭＦ領域の信号を、複写信号成分として出
力する。一次高周波調整部２ｊ３は、高周波帯域のＱＭＦ領域の信号に対して、ビットス
トリーム分離部２ａ３から与えられるＳＢＲ補助情報を利用して時間方向の線形予測逆フ
ィルタ処理及びゲインの調整（周波数特性の調整）の少なくとも一方を行った信号を複写
信号成分として出力してもよい。さらに、一次高周波調整部２ｊ３は、ビットストリーム
分離部２ａ３から与えられるＳＢＲ補助情報を利用してノイズ信号成分および正弦波信号
成分を生成し、複写信号成分、ノイズ信号成分および正弦波信号成分を分離された形で各
々出力する（ステップＳｇ１の処理）。ノイズ信号成分および正弦波信号成分は、ＳＢＲ
補助情報の内容に依存し、生成されない場合があってもよい。
【０１３１】
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　個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３は、前記一次高周波調整部の出力に含まれ
る複数の信号成分の各々に対し処理を行う（ステップＳｇ２の処理）。個別信号成分調整
部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３における処理は、線形予測フィルタ部２ｋと同様の、フィルタ
強度調整部２ｆから得られた線形予測係数を用いた周波数方向の線形予測合成フィルタ処
理であってもよい（処理１）。また、個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３におけ
る処理は、時間エンベロープ変形部２ｖと同様の、エンベロープ形状調整部２ｓから得ら
れた時間エンベロープを用いて各ＱＭＦサブバンドサンプルへゲイン係数を乗算する処理
であってもよい（処理２）。また、個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３における
処理は、入力信号に対して線形予測フィルタ部２ｋと同様の、フィルタ強度調整部２ｆか
ら得られた線形予測係数を用いた周波数方向の線形予測合成フィルタ処理を行った後、そ
の出力信号に対してさらに時間エンベロープ変形部２ｖと同様の、エンベロープ形状調整
部２ｓから得られた時間エンベロープを用いて各ＱＭＦサブバンドサンプルへゲイン係数
を乗算する処理を行うことであってもよい（処理３）。また、個別信号成分調整部２ｚ１
，２ｚ２，２ｚ３における処理は、入力信号に対して時間エンベロープ変形部２ｖと同様
の、エンベロープ形状調整部２ｓから得られた時間エンベロープを用いて各ＱＭＦサブバ
ンドサンプルへゲイン係数を乗算する処理を行った後、その出力信号に対してさらに線形
予測フィルタ部２ｋと同様の、フィルタ強度調整部２ｆから得られた線形予測係数を用い
た周波数方向の線形予測合成フィルタ処理を行うことであってもよい（処理４）。また、
個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３は入力信号に対して時間エンベロープ変形処
理を行わず、入力信号をそのまま出力するものであってもよい（処理５）また、個別信号
成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３における処理は、処理１～５以外の方法で入力信号の
時間エンベロープを変形するための何らかの処理を加えるものであってもよい（処理６）
。また、個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３における処理は、処理１～６のうち
の複数の処理を任意の順序で組み合わせた処理であってもよい（処理７）。
【０１３２】
　個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３における処理は互いに同じでもよいが、個
別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３は、一次高周波調整部の出力に含まれる複数の
信号成分の各々に対し互いに異なる方法で時間エンベロープの変形を行ってもよい。例え
ば個別信号成分調整部２ｚ１は入力された複写信号に対し処理２を行い、個別信号成分調
整部２ｚ２は入力されたノイズ信号成分に対して処理３を行い、個別信号成分調整部２ｚ
３は入力された正弦波信号に対して処理５を行うといったように、複写信号、ノイズ信号
、正弦波信号の各々に対して互いに異なる処理を行ってよい。また、この際、フィルタ強
度調整部２ｆとエンベロープ形状調整部２ｓは、個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２
ｚ３の各々に対して互いに同じ線形予測係数や時間エンベロープを送信してもよいが、互
いに異なる線形予測係数や時間エンベロープを送信してもよく、また個別信号成分調整部
２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３のいずれか２つ以上に対して同一の線形予測係数や時間エンベロ
ープを送信してもよい。個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３の１つ以上は、時間
エンベロープ変形処理を行わず、入力信号をそのまま出力するもの（処理５）であっても
よいため、個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３は全体として、一次高周波調整部
２ｊ３から出力された複数の信号成分の少なくとも一つに対し時間エンベロープ処理を行
うものである（個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３の全てが処理５である場合は
、いずれの信号成分に対しても時間エンベロープ変形処理が行われないため、本発明の効
果を有さない）。
【０１３３】
　個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３のそれぞれにおける処理は、処理１から処
理７のいずれかに固定されていてもよいが、外部から与えられる制御情報に基づいて、処
理１から処理７のいずれを行うかが動的に決定されてもよい。この際、上記制御情報は多
重化ビットストリームに含まれることが望ましい。また、上記制御情報は、特定のＳＢＲ
エンベロープ時間セグメント、符号化フレーム、またはその他の時間範囲において処理１
から処理７のいずれを行うかを指示するものであってもよく、また、制御の時間範囲を特
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定せず、処理１から処理７のいずれを行うかを指示するものであってもよい。
【０１３４】
　二次高周波調整部２ｊ４は、個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３から出力され
た処理後の信号成分を足し合わせ、係数加算部へ出力する（ステップＳｇ３の処理）。ま
た、二次高周波調整部２ｊ４は、複写信号成分に対して、ビットストリーム分離部２ａ３
から与えられるＳＢＲ補助情報を利用して時間方向の線形予測逆フィルタ処理及びゲイン
の調整（周波数特性の調整）の少なくとも一方を行ってもよい。
【０１３５】
　個別信号成分調整部は２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３は互いに協調して動作し、処理１～７の
いずれかの処理を行った後の２つ以上の信号成分を互いに足し合わせ、足し合わされた信
号に対してさらに処理１～７のいずれかの処理を加えて途中段階の出力信号を生成しても
よい。この際には、二次高周波調整部２ｊ４は、前記途中段階の出力信号と、前記途中段
階の出力信号にまだ足しあわされていない信号成分を足し合わせ、係数加算部へ出力する
。具体的には、複写信号成分に処理５を行い、雑音成分に処理１を加えた後にこれら２つ
の信号成分を互いに足し合わせ、足しあわされた信号に対してさらに処理２を加えて途中
段階の出力信号を生成することが望ましい。この際には、二次高周波調整部２ｊ４は、前
記途中段階の出力信号に正弦波信号成分を足し合わせ、係数加算部へ出力する。
【０１３６】
　一次高周波調整部２ｊ３は、複写信号成分、ノイズ信号成分、正弦波信号成分の３つの
信号成分に限らず、任意の複数の信号成分を互いに分離された形で出力してもよい。この
場合の信号成分は、複写信号成分、ノイズ信号成分、正弦波信号成分のうち２つ以上を足
し合わせたものであってもよい。また、複写信号成分、ノイズ信号成分、正弦波信号成分
のいずれかを帯域分割した信号であってもよい。信号成分の数は３以外であってもよく、
この場合には個別信号成分調整部の数は３以外であってよい。
【０１３７】
　ＳＢＲによって生成される高周波信号は、低周波帯域を高周波帯域に複写して得られた
複写信号成分と、ノイズ信号、正弦波信号の３つの要素から構成される。複写信号、ノイ
ズ信号、正弦波信号の各々は、互いに異なる時間エンベロープを持つため、本変形例の個
別信号成分調整部が行うように、各々の信号成分に対して互いに異なる方法で時間エンベ
ロープの変形を行うことにより、本発明の他の実施例と比較し、復号信号の主観品質をさ
らに向上させることができる。特に、ノイズ信号は一般に平坦な時間エンベロープを持ち
、複写信号は低周波帯域の信号に近い時間エンベロープを持つため、これらを分離して扱
い、互いに異なる処理を加えることにより、複写信号とノイズ信号の時間エンベロープを
独立に制御することが可能となり、これは復号信号の主観品質向上に有効である。具体的
には、ノイズ信号に対しては時間エンベロープを変形させる処理（処理３または処理４）
を行い、複写信号に対しては、ノイズ信号に対するものとは異なる処理（処理１または処
理２）を行い、さらに、正弦波信号に対しては、処理５を行う（すなわち、時間エンベロ
ープ変形処理を行わない）ことが好ましい。または、ノイズ信号に対しては時間エンベロ
ープの変形処理（処理３または処理４）を行い、複写信号と正弦波信号に対しては、処理
５を行う（すなわち、時間エンベロープ変形処理を行わない）ことが好ましい。
【０１３８】
（第１の実施形態の変形例４）
　第１の実施形態の変形例４の音声符号化装置１１ｂ（図４４）は、物理的には図示しな
いＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声符号化
装置１１ｂの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードし
て実行することによって音声符号化装置１１ｂを統括的に制御する。音声符号化装置１１
ｂの通信装置は、符号化の対象となる音声信号を外部から受信し、更に、符号化された多
重化ビットストリームを外部に出力する。音声符号化装置１１ｂは、音声符号化装置１１
の線形予測分析部１ｅにかえて線形予測分析部１ｅ１を備え、時間スロット選択部１ｐを
さらに備える。
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【０１３９】
　時間スロット選択部１ｐは、周波数変換部１ａからＱＭＦ領域の信号を受け取り、線形
予測分析部１ｅ１での線形予測分析処理を施す時間スロットを選択する。線形予測分析部
１ｅ１は、時間スロット選択部１ｐより通知された選択結果に基づき、選択された時間ス
ロットのQMF領域信号を線形予測分析部１ｅと同様に線形予測分析し、高周波線形予測係
数、低周波線形予測係数のうち少なくともひとつを取得する。フィルタ強度パラメータ算
出部１ｆは、線形予測分析部１ｅ１において得られた、時間スロット選択部１ｐで選択さ
れた時間スロットの線形予測係数を用いてフィルタ強度パラメータを算出する。時間スロ
ット選択部１ｐでの時間スロットの選択では、例えば後に記載の本変形例の復号装置２１
ａにおける時間スロット選択部３ａと同様の高周波成分のＱＭＦ領域信号の信号電力を用
いた選択方法のうち少なくともひとつを用いてもよい。その際、時間スロット選択部１ｐ
における高周波成分のＱＭＦ領域信号は、周波数変換部１ａから受け取るＱＭＦ領域の信
号のうち、ＳＢＲ符号化部１ｄにおいて符号化される周波数成分であることが望ましい。
時間スロットの選択方法は、前記の方法を少なくともひとつ用いてもよく、さらには前記
とは異なる方法を少なくともひとつ用いてもよく、さらにはそれらを組み合わせて用いて
もよい。
【０１４０】
　第１の実施形態の変形例４の音声復号装置２１ａ（図１8参照）は、物理的には図示し
ないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号
装置２１ａの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、図１９の
フローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロードして
実行することによって音声復号装置２１ａを統括的に制御する。音声復号装置２１ａの通
信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外
部に出力する。音声復号装置２１ａは、図１８に示すとおり、音声復号装置２１の低周波
線形予測分析部２ｄ、信号変化検出部２ｅ、高周波線形予測分析部２ｈ、及び線形予測逆
フィルタ部２ｉ、及び線形予測フィルタ部２ｋにかえて、低周波線形予測分析部２ｄ１、
信号変化検出部２ｅ１、高周波線形予測分析部２ｈ１、線形予測逆フィルタ部２ｉ１、及
び線形予測フィルタ部２ｋ３を備え、時間スロット選択部３ａをさらに備える。
【０１４１】
　時間スロット選択部３ａは、高周波生成部２ｇにて生成された時間スロットｒの高周波
成分のＱＭＦ領域の信号ｑｅｘｐ（ｋ，ｒ）に対して、線形予測フィルタ部２ｋにおいて
線形予測合成フィルタ処理を施すか否かを判断し、線形予測合成フィルタ処理を施す時間
スロットを選択する（ステップＳｈ１の処理）。時間スロット選択部３ａは、時間スロッ
トの選択結果を、低周波線形予測分析部２ｄ１、信号変化検出部２ｅ１、高周波線形予測
分析部２ｈ１、線形予測逆フィルタ部２ｉ１、線形予測フィルタ部２ｋ３に通知する。低
周波線形予測分析部２ｄ１では、時間スロット選択部３ａより通知された選択結果に基づ
き、選択された時間スロットｒ１のＱＭＦ領域信号を、低周波線形予測分析部２ｄと同様
に線形予測分析し、低周波線形予測係数を取得する（ステップＳｈ２の処理）。信号変化
検出部２ｅ１では、時間スロット選択部３ａより通知された選択結果に基づき、選択され
た時間スロットのＱＭＦ領域信号の時間変化を、信号変化検出部２ｅと同様に検出し、検
出結果Ｔ（ｒ１）を出力する。
【０１４２】
　フィルタ強度調整部２ｆでは、低周波線形予測分析部２ｄ１において得られた、時間ス
ロット選択部３ａで選択された時間スロットの低周波線形予測係数に対してフィルタ強度
調整を行い、調整された線形予測係数ａｄｅｃ（ｎ，ｒ１）を得る。高周波線形予測分析
部２ｈ１では、高周波生成部２ｇによって生成された高周波成分のＱＭＦ領域信号を、時
間スロット選択部３ａより通知された選択結果に基づき、選択された時間スロットｒ１に
関して、高周波線形予測分析部２ｈと同様に、周波数方向に線形予測分析し、高周波線形
予測係数ａｅｘｐ（ｎ，ｒ１）を取得する（ステップＳｈ３の処理）。線形予測逆フィル
タ部２ｉ１では、時間スロット選択部３ａより通知された選択結果に基づき、選択された
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時間スロットｒ１の高周波成分のＱＭＦ領域の信号ｑｅｘｐ（ｋ，ｒ）を、線形予測逆フ
ィルタ部２ｉと同様に周波数方向にａｅｘｐ（ｎ，ｒ１）を係数とする線形予測逆フィル
タ処理を行う（ステップＳｈ４の処理）。
【０１４３】
　線形予測フィルタ部２ｋ３では、時間スロット選択部３ａより通知された選択結果に基
づき、選択された時間スロットｒ１の高周波調整部２ｊから出力された高周波成分のＱＭ
Ｆ領域の信号ｑａｄｊ（ｋ，ｒ１）に対し、線形予測フィルタ部２ｋと同様に、フィルタ
強度調整部２ｆから得られたａａｄｊ（ｎ，ｒ１）を用いて、周波数方向に線形予測合成
フィルタ処理を行う（ステップＳｈ５の処理）。また、変形例３に記載の線形予測フィル
タ部２ｋへの変更を、線形予測フィルタ部２ｋ３に加えてもよい。時間スロット選択部３
ａでの線形予測合成フィルタ処理を施す時間スロットの選択では、例えば高周波成分のＱ
ＭＦ領域信号ｑｅｘｐ（ｋ，ｒ）の信号電力が所定の値Ｐｅｘｐ，Ｔｈよりも大きい時間
スロットｒをひとつ以上選択してもよい。ｑｅｘｐ（ｋ，ｒ）の信号電力は次の数式で求
めることが望ましい。

【数４２】

ただし、Ｍは高周波生成部２ｇによって生成される高周波成分の下限周波数ｋｘより高い
周波数の範囲を表す値であり、さらには高周波生成部２ｇによって生成される高周波成分
の周波数範囲をｋｘ＜＝ｋ＜ｋｘ＋Ｍのように表してもよい。また、所定の値Ｐｅｘｐ，

Ｔｈは時間スロットｒを含む所定の時間幅のＰｅｘｐ（ｒ）の平均値でもよい。さらに所
定の時間幅はＳＢＲエンベロープでもよい。
【０１４４】
　また、高周波成分のＱＭＦ領域信号の信号電力がピークになる時間スロットが含まれる
ように選択してもよい。信号電力のピークは、例えば信号電力の移動平均値
【数４３】

について
【数４４】

が正の値から負の値に変わる時間スロットｒの高周波成分のＱＭＦ領域の信号電力をピー
クとしてもよい。信号電力の移動平均値
【数４５】

は、例えば次の式で求めることができる。
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【数４６】

ただし、ｃは平均値を求める範囲を定める所定の値である。また信号電力のピークは、前
記の方法で求めてもよく、異なる方法により求めてもよい。
【０１４５】
　さらに、高周波成分のＱＭＦ領域信号の信号電力の変動が小さい定常状態から変動の大
きい過渡状態になるまでの時間幅tが所定の値ｔｔｈよりも小さく、当該時間幅に含まれ
る時間スロットを少なくともひとつ選択してもよい。さらに、高周波成分のＱＭＦ領域信
号の信号電力の変動が大きい過渡状態から変動の小さい定常状態になるまでの時間幅tが
所定の値ｔｔｈよりも小さく、当該時間幅に含まれる時間スロットを少なくともひとつ選
択してもよい。｜Ｐｅｘｐ（ｒ＋１）－Ｐｅｘｐ（ｒ）｜が所定の値よりも小さい（また
は、所定の値と等しいまたは小さい）時間スロットrを前記定常状態とし、｜Ｐｅｘｐ（
ｒ＋１）－Ｐｅｘｐ（ｒ）｜が所定の値と等しいまたは大きい（または、所定の値よりも
大きい）時間スロットｒを前記過渡状態としてもよく、｜Ｐｅｘｐ，ＭＡ（ｒ＋１）－Ｐ

ｅｘｐ，ＭＡ（ｒ）｜が所定の値よりも小さい（または、所定の値と等しいまたは小さい
）時間スロットｒを前記定常状態とし、｜Ｐｅｘｐ，ＭＡ（ｒ＋１）－Ｐｅｘｐ，ＭＡ（
ｒ）｜が所定の値と等しいまたは大きい（または、所定の値よりも大きい）時間スロット
ｒを前記過渡状態としてもよい。また過渡状態、定常状態は前記の方法で定義してもよく
、異なる方法で定義してもよい。時間スロットの選択方法は、前記の方法を少なくともひ
とつ用いてもよく、さらには前記とは異なる方法を少なくともひとつ用いてもよく、さら
にはそれらを組み合わせても良い。
【０１４６】
（第１の実施形態の変形例５）
　第１の実施形態の変形例５の音声符号化装置１１ｃ(図４５)は、物理的には図示しない
ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声符号化装
置１１ｃの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードして
実行することによって音声符号化装置１１ｃを統括的に制御する。音声符号化装置１１ｃ
の通信装置は、符号化の対象となる音声信号を外部から受信し、更に、符号化された多重
化ビットストリームを外部に出力する。音声符号化装置１１ｃは、変形例４の音声符号化
装置１１ｂの時間スロット選択部１ｐ、及びビットストリーム多重化部１ｇにかえて、時
間スロット選択部１ｐ１、及びビットストリーム多重化部１ｇ４を備える。
【０１４７】
　時間スロット選択部１ｐ１は、第1の実施形態の変形例４に記載の時間スロット選択部
１ｐと同様に時間スロットを選択し、時間スロット選択情報をビットストリーム多重化部
１ｇ４へ送る。ビットストリーム多重化部１ｇ４は、コアコーデック符号化部１ｃによっ
て算出された符号化ビットストリームと、ＳＢＲ符号化部１ｄによって算出されたＳＢＲ
補助情報と、フィルタ強度パラメータ算出部１ｆによって算出されたフィルタ強度パラメ
ータとを、ビットストリーム多重化部１ｇと同様に多重化し、さらに時間スロット選択部
１ｐ１から受け取った時間スロット選択情報とを多重化し、多重化ビットストリームを、
音声符号化装置１１ｃの通信装置を介して出力する。前記時間スロット選択情報は、後に
記載の音声復号装置２１ｂにおける時間スロット選択部３ａ１が受け取る時間スロット選
択情報であり、例えば選択する時間スロットのインデックスｒ１を含んでいてもよい。さ
らに、例えば時間スロット選択部３ａ１の時間スロット選択方法に利用されるパラメータ
でもよい。第１の実施形態の変形例５の音声復号装置２１ｂ（図２０参照）は、物理的に
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は図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の
音声復号装置２１ｂの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、
図２１のフローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロ
ードして実行することによって音声復号装置２１ｂを統括的に制御する。音声復号装置２
１ｂの通信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声
信号を外部に出力する。
【０１４８】
　音声復号装置２１ｂは、図２０に示すとおり、変形例４の音声復号装置２１ａのビット
ストリーム分離部２ａ、及び時間スロット選択部３ａにかえて、ビットストリーム分離部
２ａ５、及び時間スロット選択部３ａ１を備え、時間スロット選択部３ａ１に時間スロッ
ト選択情報が入力される。ビットストリーム分離部２ａ５では、多重化ビットストリーム
を、ビットストリーム分離部２ａと同様に、フィルタ強度パラメータと、ＳＢＲ補助情報
と、符号化ビットストリームとに分離し、時間スロット選択情報をさらに分離する。時間
スロット選択部３ａ１では、ビットストリーム分離部２ａ５から送られた時間スロット選
択情報に基づいて時間スロットを選択する（ステップＳｉ１の処理）。時間スロット選択
情報は、時間スロットの選択に用いる情報であり、例えば選択する時間スロットのインデ
ックスｒ１を含んでいてもよい。さらに、例えば変形例4に記載の時間スロット選択方法
に利用されるパラメータでもよい。この場合、時間スロット選択部３ａ１には、時間スロ
ット選択情報に加えて、図示されていないが高周波生成部２ｇにて生成された高周波成分
のＱＭＦ領域信号も入力される。前記パラメータは、例えば前記時間スロットの選択のた
めに用いる所定の値（例えば、Ｐｅｘｐ，Ｔｈ、ｔＴｈなど）でもよい。
【０１４９】
（第１の実施形態の変形例６）
　第１の実施形態の変形例６の音声符号化装置１１ｄ（不図示）は、物理的には図示しな
いＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声符号化
装置１１ｄの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードし
て実行することによって音声符号化装置１１ｄを統括的に制御する。音声符号化装置１１
ｄの通信装置は、符号化の対象となる音声信号を外部から受信し、更に、符号化された多
重化ビットストリームを外部に出力する。音声符号化装置１１ｄは、変形例１の音声符号
化装置１１ａの短時間電力算出部１ｉにかえて、図示しない短時間電力算出部１ｉ１を備
え、時間スロット選択部１ｐ２をさらに備える。
【０１５０】
　時間スロット選択部１ｐ２は、周波数変換部１ａからＱＭＦ領域の信号を受け取り、短
時間電力算出部１ｉでの短時間電力算出処理を施す時間区間に対応する時間スロットを選
択する。短時間電力算出部１ｉ１は、時間スロット選択部１ｐ２より通知された選択結果
に基づき、選択された時間スロットに対応する時間区間の短時間電力を、変形例１の音声
符号化装置１１ａの短時間電力算出部１ｉと同様に算出する。
【０１５１】
（第１の実施形態の変形例７）
　第１の実施形態の変形例７の音声符号化装置１１ｅ（不図示）は、物理的には図示しな
いＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声符号化
装置１１ｅの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードし
て実行することによって音声符号化装置１１ｅを統括的に制御する。音声符号化装置１１
ｅの通信装置は、符号化の対象となる音声信号を外部から受信し、更に、符号化された多
重化ビットストリームを外部に出力する。音声符号化装置１１ｅは、変形例６の音声符号
化装置１１ｄの時間スロット選択部１ｐ２にかえて、図示しない時間スロット選択部１ｐ
３を備える。さらに、ビットストリーム多重化部１ｇ１にかえて、時間スロット選択部１
ｐ３からの出力をさらに受けるビットストリーム多重化部を備える。時間スロット選択部
１ｐ３は、第1の実施形態の変形例６に記載の時間スロット選択部１ｐ２と同様に時間ス
ロットを選択し、時間スロット選択情報をビットストリーム多重化部へ送る。
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【０１５２】
（第１の実施形態の変形例８）
　第１の実施形態の変形例８の音声符号化装置（不図示）は、物理的には図示しないＣＰ
Ｕ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の変形例８の音声符
号化装置の内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードして
実行することによって変形例８の音声符号化装置を統括的に制御する。変形例８の音声符
号化装置の通信装置は、符号化の対象となる音声信号を外部から受信し、更に、符号化さ
れた多重化ビットストリームを外部に出力する。変形例８の音声符号化装置は、変形例２
に記載の音声符号化装置に加え、時間スロット選択部１ｐをさらに備える。
【０１５３】
　第１の実施形態の変形例８の音声復号装置（不図示）は、物理的には図示しないＣＰＵ
、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の変形例８の音声復号
装置の内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードして実行
することによって変形例８の音声復号装置を統括的に制御する。変形例８の音声復号装置
の通信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号
を外部に出力する。変形例８の音声復号装置は、変形例２に記載の音声復号装置の低周波
線形予測分析部２ｄ、信号変化検出部２ｅ、高周波線形予測分析部２ｈ、及び線形予測逆
フィルタ部２ｉ、及び線形予測フィルタ部２ｋにかえて、低周波線形予測分析部２ｄ１、
信号変化検出部２ｅ１、高周波線形予測分析部２ｈ１、線形予測逆フィルタ部２ｉ１、及
び線形予測フィルタ部２ｋ３を備え、時間スロット選択部３ａをさらに備える。
【０１５４】
（第1の実施形態の変形例９）
　第１の実施形態の変形例９の音声符号化装置（不図示）は、物理的には図示しないＣＰ
Ｕ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の変形例９の音声符
号化装置の内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードして
実行することによって変形例９の音声符号化装置を統括的に制御する。変形例９の音声符
号化装置の通信装置は、符号化の対象となる音声信号を外部から受信し、更に、符号化さ
れた多重化ビットストリームを外部に出力する。変形例９の音声符号化装置は、変形例８
に記載の音声符号化装置の時間スロット選択部１ｐにかえて、時間スロット選択部１ｐ１
を備える。さらに、変形例８に記載のビットストリーム多重化部にかえて、変形例８に記
載のビットストリーム多重化部への入力に加えて時間スロット選択部１ｐ１からの出力を
さらに受けるビットストリーム多重化部を備える。
【０１５５】
　第１の実施形態の変形例９の音声復号装置（不図示）は、物理的には図示しないＣＰＵ
、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の変形例９の音声復号
装置の内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードして実行
することによって変形例９の音声復号装置を統括的に制御する。変形例９の音声復号装置
の通信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号
を外部に出力する。変形例９の音声復号装置は、変形例８に記載の音声復号装置の時間ス
ロット選択部３ａにかえて、時間スロット選択部３ａ１を備える。さらに、ビットストリ
ーム分離部２ａにかえて、ビットストリーム分離部２ａ５のフィルタ強度パラメータにか
えて前記変形例２に記載のａＤ（ｎ，ｒ）を分離するビットストリーム分離部を備える。
【０１５６】
（第２の実施形態の変形例１）
　第２の実施形態の変形例１の音声符号化装置１２ａ(図４６)は、物理的には図示しない
ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声符号化装
置１２ａの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードして
実行することによって音声符号化装置１２ａを統括的に制御する。音声符号化装置１２ａ
の通信装置は、符号化の対象となる音声信号を外部から受信し、更に、符号化された多重
化ビットストリームを外部に出力する。音声符号化装置１２ａは、音声符号化装置１２の
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線形予測分析部１ｅにかえて、線形予測分析部１ｅ１を備え、時間スロット選択部１ｐを
さらに備える。
【０１５７】
　第２の実施形態の変形例１の音声復号装置２２ａ（図２２参照）は、物理的には図示し
ないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号
装置２２ａの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、図２３の
フローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロードして
実行することによって音声復号装置２２ａを統括的に制御する。音声復号装置２２ａの通
信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外
部に出力する。音声復号装置２２ａは、図２２に示すとおり、第２の実施形態の音声復号
装置２２の高周波線形予測分析部２ｈ、線形予測逆フィルタ部２ｉ、線形予測フィルタ部
２ｋ１、及び線形予測補間・補外部２ｐにかえて、高周波線形予測分析部２ｈ１、線形予
測逆フィルタ部２ｉ１、線形予測フィルタ部２ｋ２、及び線形予測補間・補外部２ｐ１を
備え、時間スロット選択部３ａをさらに備える。
【０１５８】
　時間スロット選択部３ａは、時間スロットの選択結果を、高周波線形予測分析部２ｈ１
、線形予測逆フィルタ部２ｉ１、線形予測フィルタ部２ｋ２、線形予測係数補間・補外部
２ｐ１に通知する。線形予測係数補間・補外部２ｐ１では、時間スロット選択部３ａより
通知された選択結果に基づき、選択された時間スロットであり線形予測係数の伝送されて
いない時間スロットｒ１に対応するａＨ（ｎ，ｒ）を、線形予測係数補間・補外部２ｐと
同様に、補間又は補外により取得する（ステップＳｊ１の処理）。線形予測フィルタ部２
ｋ２では、時間スロット選択部３ａより通知された選択結果に基づき、選択された時間ス
ロットｒ１に関して、高周波調整部２ｊから出力されたｑａｄｊ（ｎ，ｒ１）に対し、線
形予測係数補間・補外部２ｐ１から得られた、補間又は補外されたａＨ（ｎ，ｒ１）を用
いて、線形予測フィルタ部２ｋ１と同様に、周波数方向に線形予測合成フィルタ処理を行
う（ステップＳｊ２の処理）。また、第１の実施形態の変形例３に記載の線形予測フィル
タ部２ｋへの変更を、線形予測フィルタ部２ｋ２に加えてもよい。
【０１５９】
（第２の実施形態の変形例２）
　第２の実施形態の変形例２の音声符号化装置１２ｂ（図４７）は、物理的には図示しな
いＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声符号化
装置１２ｂの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードし
て実行することによって音声符号化装置１１ｂを統括的に制御する。音声符号化装置１２
ｂの通信装置は、符号化の対象となる音声信号を外部から受信し、更に、符号化された多
重化ビットストリームを外部に出力する。音声符号化装置１２ｂは、変形例１の音声符号
化装置１２ａの時間スロット選択部１ｐ、及びビットストリーム多重化部１ｇ２にかえて
、時間スロット選択部１ｐ１、及びビットストリーム多重化部１ｇ５を備える。ビットス
トリーム多重化部１ｇ５は、ビットストリーム多重化部１ｇ２と同様に、コアコーデック
符号化部１ｃで算出された符号化ビットストリームと、ＳＢＲ符号化部１ｄで算出された
ＳＢＲ補助情報と、線形予測係数量子化部１ｋから与えられた量子化後の線形予測係数に
対応する時間スロットのインデックスとを多重化し、さらに時間スロット選択部１ｐ１か
ら受け取る時間スロット選択情報をビットストリームに多重化し、多重化ビットストリー
ムを、音声符号化装置１２ｂの通信装置を介して出力する。
【０１６０】
　第２の実施形態の変形例２の音声復号装置２２ｂ（図２４参照）は、物理的には図示し
ないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号
装置２２ｂの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、図２５の
フローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロードして
実行することによって音声復号装置２２ｂを統括的に制御する。音声復号装置２２ｂの通
信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外
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部に出力する。音声復号装置２２ｂは、図２４に示すとおり、変形例１に記載の音声復号
装置２２ａのビットストリーム分離部２ａ１、及び時間スロット選択部３ａ、にかえて、
ビットストリーム分離部２ａ６、及び時間スロット選択部３ａ１を備え、時間スロット選
択部３ａ１に時間スロット選択情報が入力される。ビットストリーム分離部２ａ６では、
ビットストリーム分離部２ａ１と同様に、多重化ビットストリームを、量子化されたａＨ

（ｎ，ｒｉ）と、これに対応する時間スロットのインデックスｒｉと、ＳＢＲ補助情報と
、符号化ビットストリームとに分離し、時間スロット選択情報をさらに分離する。
【０１６１】
（第３の実施形態の変形例４）
第３の実施形態の変形例１に記載の
【数４７】

は、ｅ（ｒ）のＳＢＲエンベロープ内での平均値であってもよく、さらに別に定める値で
あってもよい。
【０１６２】
（第３の実施形態の変形例５）
　エンベロープ形状調整部２ｓは、前記第３の実施形態の変形例３に記載のとおり、調整
後の時間エンベロープｅａｄｊ（ｒ）が例えば数式（２８），数式（３７）及び（３８）
のとおり、ＱＭＦサブバンドサンプルへ乗算されるゲイン係数であることを鑑み、ｅａｄ

ｊ（ｒ）を所定の値ｅａｄｊ，Ｔｈ（ｒ）により以下のように制限することが望ましい。

【数４８】

【０１６３】
（第４の実施形態）
　第４の実施形態の音声符号化装置１４（図４８）は、物理的には図示しないＣＰＵ、Ｒ
ＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声符号化装置１４の内
蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードして実行すること
によって音声符号化装置１４を統括的に制御する。音声符号化装置１４の通信装置は、符
号化の対象となる音声信号を外部から受信し、更に、符号化された多重化ビットストリー
ムを外部に出力する。音声符号化装置１４は、第１の実施形態の変形例４の音声符号化装
置１１ｂのビットストリーム多重化部１ｇにかえて、ビットストリーム多重化部１ｇ７を
備え、さらに音声符号化装置１３の時間エンベロープ算出部１ｍ、及びエンベロープ形状
パラメータ算出部１ｎを備える。
【０１６４】
　ビットストリーム多重化部１ｇ７は、ビットストリーム多重化部１ｇと同様に、コアコ
ーデック符号化部１ｃによって算出された符号化ビットストリームと、ＳＢＲ符号化部１
ｄによって算出されたＳＢＲ補助情報とを多重化し、さらに、フィルタ強度パラメータ算
出部によって算出されたフィルタ強度パラメータと、エンベロープ形状パラメータ算出部
１ｎによって算出されたエンベロープ形状パラメータとを時間エンベロープ補助情報に変
換して多重化し、多重化ビットストリーム（符号化された多重化ビットストリーム）を、
音声符号化装置１４の通信装置を介して出力する。
【０１６５】
（第４の実施形態の変形例４）
　第４の実施形態の変形例４の音声符号化装置１４ａ（図４９）は、物理的には図示しな
いＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声符号化
装置１４ａの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードし
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て実行することによって音声符号化装置１４ａを統括的に制御する。音声符号化装置１４
ａの通信装置は、符号化の対象となる音声信号を外部から受信し、更に、符号化された多
重化ビットストリームを外部に出力する。音声符号化装置１４ａは、第４の実施形態の音
声符号化装置１４の線形予測分析部１ｅにかえて、線形予測分析部１ｅ１を備え、時間ス
ロット選択部１ｐをさらに備える。
【０１６６】
　第４の実施形態の変形例４の音声復号装置２４ｄ（図２６参照）は、物理的には図示し
ないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号
装置２４ｄの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、図２７の
フローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロードして
実行することによって音声復号装置２４ｄを統括的に制御する。音声復号装置２４ｄの通
信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外
部に出力する。音声復号装置２４ｄは、図２６に示すとおり、音声復号装置２４の低周波
線形予測分析部２ｄ、信号変化検出部２ｅ、高周波線形予測分析部２ｈ、及び線形予測逆
フィルタ部２ｉ、及び線形予測フィルタ部２ｋにかえて、低周波線形予測分析部２ｄ１、
信号変化検出部2e1、高周波線形予測分析部２ｈ１、線形予測逆フィルタ部２ｉ１、及び
線形予測フィルタ部２ｋ３を備え、時間スロット選択部３ａをさらに備える。時間エンベ
ロープ変形部２ｖは、線形予測フィルタ部２ｋ３から得られたＱＭＦ領域の信号を、エン
ベロープ形状調整部２ｓから得られた時間エンベロープ情報を用いて、第３の実施形態、
第4の実施形態、及びそれらの変形例の時間エンベロープ変形部２ｖと同様に変形する（
ステップＳｋ１の処理）。
【０１６７】
（第４の実施形態の変形例５）
　第４の実施形態の変形例５の音声復号装置２４ｅ（図２８参照）は、物理的には図示し
ないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号
装置２４ｅの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、図２９の
フローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロードして
実行することによって音声復号装置２４ｅを統括的に制御する。音声復号装置２４ｅの通
信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外
部に出力する。音声復号装置２４ｅは、図２８に示すとおり、変形例５においては、第１
の実施形態と同様に第４の実施形態の全体を通して省略可能である、変形例４に記載の音
声復号装置２４ｄの高周波線形予測分析部２ｈ１と、線形予測逆フィルタ部２ｉ１を省略
し、音声復号装置２４ｄの時間スロット選択部３ａ、及び時間エンベロープ変形部２ｖに
かえて、時間スロット選択部３ａ２、及び時間エンベロープ変形部２ｖ１を備える。さら
に、第４の実施形態の全体を通して処理順序を入れ替え可能である線形予測フィルタ部２
ｋ３の線形予測合成フィルタ処理と時間エンベロープ変形部２ｖ１での時間エンベロープ
の変形処理の順序を入れ替える。
【０１６８】
　時間エンベロープ変形部２ｖ１は、時間エンベロープ変形部２ｖと同様に、高周波調整
部２ｊから得られたｑａｄｊ（ｋ，ｒ）をエンベロープ形状調整部２ｓから得られたｅａ

ｄｊ（ｒ）を用いて変形し、時間エンベロープが変形されたＱＭＦ領域の信号ｑｅｎｖａ

ｄｊ（ｋ，ｒ）を取得する。さらに、時間エンベロープ変形処理時に得られたパラメータ
、または少なくとも時間エンベロープ変形処理時に得られたパラメータを用いて算出した
パラメータを時間スロット選択情報として、時間スロット選択部３ａ２に通知する。時間
スロット選択情報としては、数式（２２）、数式（４０）のｅ（ｒ）またはその算出過程
にて平方根演算をしない｜ｅ（ｒ）｜２でもよく、さらにある複数時間スロット区間（例
えばＳＢＲエンベロープ）
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【数４９】

でのそれらの平均値である数式（２４）の
【数５０】

もあわせて時間スロット選択情報としてもよい。ただし、
【数５１】

である。
【０１６９】
さらに時間スロット選択情報としては、数式（２６）、数式（４１）のｅｅｘｐ（ｒ）ま
たはその算出過程にて平方根演算をしない｜ｅｅｘｐ（ｒ）｜２でもよく、さらにある複
数時間スロット区間（例えばＳＢＲエンベロープ）

【数５２】

でのそれらの平均値である

【数５３】

もあわせて時間スロット選択情報としてもよい。ただし、
【数５４】

【数５５】
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である。さらに時間スロット選択情報としては、数式（２３）、数式（３５）、数式（３
６）のｅａｄｊ（ｒ）またはその算出過程にて平方根演算をしない｜ｅａｄｊ（ｒ）｜２

でもよく、さらにある複数時間スロット区間（例えばＳＢＲエンベロープ）
【数５６】

でのそれらの平均値である

【数５７】

もあわせて時間スロット選択情報としてもよい。ただし、

【数５８】

【数５９】

である。さらに時間スロット選択情報としては、数式（３７）のｅａｄｊ，ｓｃａｌｅｄ

（ｒ）またはその算出過程にて平方根演算をしない｜ｅａｄｊ，ｓｃａｌｅｄ（ｒ）｜２

でもよく、さらにある複数時間スロット区間（例えばＳＢＲエンベロープ）
【数６０】

でのそれらの平均値である
【数６１】

もあわせて時間スロット選択情報としてもよい。ただし、
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【数６２】

【数６３】

である。さらに時間スロット選択情報としては、時間エンベロープが変形された高周波成
分に対応するＱＭＦ領域信号の時間スロットｒの信号電力Ｐｅｎｖａｄｊ（ｒ）またはそ
れの平方根演算をした信号振幅値
【数６４】

でもよく、さらにある複数時間スロット区間（例えばＳＢＲエンベロープ）
【数６５】

でのそれらの平均値である
【数６６】

もあわせて時間スロット選択情報としてもよい。ただし、

【数６７】

【数６８】
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である。ただし、Ｍは高周波生成部２ｇによって生成される高周波成分の下限周波数ｋｘ

より高い周波数の範囲を表す値であり、さらには高周波生成部２ｇによって生成される高
周波成分の周波数範囲をｋｘ≦ｋ＜ｋｘ＋Mのように表してもよい。
【０１７０】
　時間スロット選択部３a２は、時間エンベロープ変形部２v１から通知された時間スロッ
ト選択情報に基づいて、時間エンベロープ変形部２v１にて時間エンベロープを変形され
た時間スロットｒの高周波成分のＱＭＦ領域の信号ｑｅｎｖａｄｊ（ｋ，ｒ）に対して、
線形予測フィルタ部２ｋにおいて線形予測合成フィルタ処理を施すか否かを判断し、線形
予測合成フィルタ処理を施す時間スロットを選択する(ステップＳｐ１の処理)。
【０１７１】
　本変形例における時間スロット選択部３ａ２での線形予測合成フィルタ処理を施す時間
スロットの選択では、時間エンベロープ変形部２ｖ１から通知された時間スロット選択情
報に含まれるパラメータｕ（ｒ）が所定の値ｕＴｈよりも大きい時間スロットｒをひとつ
以上選択してもよく、ｕ（ｒ）が所定の値uThよりも大きいか等しい時間スロットｒをひ
とつ以上選択してもよい。ｕ（ｒ）は、上記ｅ（ｒ）、｜ｅ（ｒ）｜２、ｅｅｘｐ（ｒ）
、｜ｅｅｘｐ（ｒ）｜２、ｅａｄｊ（ｒ）、｜ｅａｄｊ（ｒ）｜２、ｅａｄｊ，ｓｃａｌ

ｅｄ（ｒ）、｜ｅａｄｊ，ｓｃａｌｅｄ（ｒ）｜２、Ｐｅｎｖａｄｊ（ｒ）、そして、
【数６９】

のうち少なくともひとつを含んでいてもよく、ｕＴｈは、上記
【数７０】

のうち少なくともひとつを含んでもよい。またｕＴｈは、時間スロットｒを含む所定の時
間幅（例えばＳＢＲエンベロープ）のｕ（ｒ）の平均値でもよい。さらに、ｕ（ｒ）がピ
ークになる時間スロットが含まれるように選択してもよい。ｕ（ｒ）のピークは、前記第
１の実施形態の変形例４における高周波成分のＱＭＦ領域信号の信号電力のピークの算出
と同様に算出できる。さらに、前記第１の実施形態の変形例４における定常状態と過渡状
態を、ｕ（ｒ）を用いて前記第１の実施形態の変形例４と同様に判断し、それに基づいて
時間スロットを選択してもよい。時間スロットの選択方法は、前記の方法を少なくともひ
とつ用いてもよく、さらには前記とは異なる方法を少なくともひとつ用いてもよく、さら
にはそれらを組み合わせてもよい。
【０１７２】
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（第４の実施形態の変形例６）
　第４の実施形態の変形例６の音声復号装置２４ｆ（図３０参照）は、物理的には図示し
ないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号
装置２４ｆの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、図２９の
フローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロードして
実行することによって音声復号装置２４ｆを統括的に制御する。音声復号装置２４ｆの通
信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外
部に出力する。音声復号装置２４ｆは、図３０に示すとおり、変形例６においては、第１
の実施形態と同様に第4の実施形態の全体を通して省略可能である、変形例4に記載の音声
復号装置２４ｄの信号変化検出部２ｅ１と、高周波線形予測分析部２ｈ１と、線形予測逆
フィルタ部２ｉ１を省略し、音声復号装置２４ｄの時間スロット選択部３ａ、及び時間エ
ンベロープ変形部２ｖにかえて、時間スロット選択部３ａ２、及び時間エンベロープ変形
部２ｖ１を備える。さらに、第４の実施形態の全体を通して処理順序を入れ替え可能であ
る線形予測フィルタ部２ｋ３の線形予測合成フィルタ処理と時間エンベロープ変形部２ｖ
１での時間エンベロープの変形処理の順序を入れ替える。
【０１７３】
　時間スロット選択部３ａ２は、時間エンベロープ変形部２ｖ１から通知された時間スロ
ット選択情報に基づいて、時間エンベロープ変形部２ｖ１にて時間エンベロープを変形さ
れた時間スロットｒの高周波成分のＱＭＦ領域の信号ｑｅｎｖａｄｊ（ｋ，ｒ）に対して
、線形予測フィルタ部２ｋ３において線形予測合成フィルタ処理を施すか否かを判断し、
線形予測合成フィルタ処理を施す時間スロットを選択し、選択した時間スロットを低周波
線形予測分析部２ｄ１と線形予測フィルタ部２ｋ３に通知する。
【０１７４】
（第４の実施形態の変形例７）
　第４の実施形態の変形例７の音声符号化装置１４ｂ(図５０)は、物理的には図示しない
ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声符号化装
置１４ｂの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードして
実行することによって音声符号化装置１４ｂを統括的に制御する。音声符号化装置１４ｂ
の通信装置は、符号化の対象となる音声信号を外部から受信し、更に、符号化された多重
化ビットストリームを外部に出力する。音声符号化装置１４ｂは、変形例４の音声符号化
装置１４ａのビットストリーム多重化部１ｇ７、及び時間スロット選択部１ｐにかえて、
ビットストリーム多重化部１ｇ６、および時間スロット選択部１ｐ１を備える。
【０１７５】
　ビットストリーム多重化部１ｇ６は、ビットストリーム多重化部１ｇ７と同様に、コア
コーデック符号化部１ｃによって算出された符号化ビットストリームと、ＳＢＲ符号化部
１ｄによって算出されたＳＢＲ補助情報と、フィルタ強度パラメータ算出部によって算出
されたフィルタ強度パラメータとエンベロープ形状パラメータ算出部１ｎによって算出さ
れたエンベロープ形状パラメータとを変換した時間エンベロープ補助情報とを多重化し、
さらに時間スロット選択部１ｐ１より受け取った時間スロット選択情報を多重化し、多重
化ビットストリーム（符号化された多重化ビットストリーム）を、音声符号化装置１４ｂ
の通信装置を介して出力する。
【０１７６】
　第４の実施形態の変形例７の音声復号装置２４g（図３１参照）は、物理的には図示し
ないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号
装置２４ｇの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、図３２の
フローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロードして
実行することによって音声復号装置２４ｇを統括的に制御する。音声復号装置２４ｇの通
信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外
部に出力する。音声復号装置２４ｇは、図３１に示すとおり、変形例４に記載の音声復号
装置２４ｄのビットストリーム分離部２ａ３、及び時間スロット選択部３ａにかえて、ビ
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ットストリーム分離部２ａ７、及び時間スロット選択部３ａ１を備える。
【０１７７】
　ビットストリーム分離部２ａ７は、音声復号装置２４ｇの通信装置を介して入力された
多重化ビットストリームを、ビットストリーム分離部２a３と同様に、時間エンベロープ
補助情報と、ＳＢＲ補助情報と、符号化ビットストリームと、に分離し、さらに時間スロ
ット選択情報とに分離する。
【０１７８】
（第４の実施形態の変形例８）
　第４の実施形態の変形例８の音声復号装置２４ｈ（図３３参照）は、物理的には図示し
ないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号
装置２４ｈの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、図３４の
フローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロードして
実行することによって音声復号装置２４ｈを統括的に制御する。音声復号装置２４ｈの通
信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外
部に出力する。音声復号装置２４ｈは、図３３に示すとおり、変形例２の音声復号装置２
４ｂの低周波線形予測分析部２ｄ、信号変化検出部２ｅ、高周波線形予測分析部２ｈ、線
形予測逆フィルタ部２ｉ、及び線形予測フィルタ部２ｋにかえて、低周波線形予測分析部
２ｄ１、信号変化検出部２ｅ１、高周波線形予測分析部２ｈ１、線形予測逆フィルタ部２
ｉ１、及び線形予測フィルタ部２ｋ３を備え、時間スロット選択部３ａをさらに備える。
一次高周波調整部２ｊ１は、第4の実施形態の変形例２における一次高周波調整部２ｊ１
と同様に、前記“MPEG-4　AAC”のSBRにおける”HF Adjustment“ステップにある処理の
いずれか一つ以上を行う（ステップＳｍ１の処理）。二次高周波調整部２ｊ２は、第4の
実施形態の変形例２における二次高周波調整部２ｊ２と同様に、前記“MPEG-4　AAC”のS
BRにおける”HF Adjustment“ステップにある処理のいずれか一つ以上を行う（ステップ
Ｓｍ２の処理）。二次高周波調整部２ｊ２で行う処理は、前記“MPEG-4　AAC”のSBRにお
ける”HF Adjustment“ステップにある処理のうち、一次高周波調整部２ｊ１で行われな
かった処理とすることが望ましい。
【０１７９】
（第４の実施形態の変形例９）
　第４の実施形態の変形例９の音声復号装置２４ｉ（図３５参照）は、物理的には図示し
ないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号
装置２４ｉの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、図３６の
フローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロードして
実行することによって音声復号装置２４ｉを統括的に制御する。音声復号装置２４ｉの通
信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外
部に出力する。音声復号装置２４ｉは、図３５に示すとおり、第１の実施形態と同様に第
4の実施形態の全体を通して省略可能である、変形例８の音声復号装置２４ｈの高周波線
形予測分析部２ｈ１、及び線形予測逆フィルタ部２ｉ１を省略し、変形例８の音声復号装
置２４ｈの時間エンベロープ変形部２ｖ、及び時間スロット選択部３ａにかえて、時間エ
ンベロープ変形部２ｖ１、及び時間スロット選択部３ａ２を備える。さらに、第４の実施
形態の全体を通して処理順序を入れ替え可能である線形予測フィルタ部２ｋ３の線形予測
合成フィルタ処理と時間エンベロープ変形部２ｖ１での時間エンベロープの変形処理の順
序を入れ替える。
【０１８０】
（第４の実施形態の変形例１０）
　第４の実施形態の変形例１０の音声復号装置２４ｊ（図３７参照）は、物理的には図示
しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復
号装置２４ｊの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、図３６
のフローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロードし
て実行することによって音声復号装置２４ｊを統括的に制御する。音声復号装置２４ｊの
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通信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を
外部に出力する。音声復号装置２４ｊは、図３７に示すとおり、第１の実施形態と同様に
第4の実施形態の全体を通して省略可能である、変形例８の音声復号装置２４ｈの信号変
化検出部２ｅ１、高周波線形予測分析部２ｈ１、及び線形予測逆フィルタ部２ｉ１を省略
し、変形例８の音声復号装置２４ｈの時間エンベロープ変形部２ｖ、及び時間スロット選
択部３ａにかえて、時間エンベロープ変形部２ｖ１、及び時間スロット選択部３ａ２を備
える。さらに、第４の実施形態の全体を通して処理順序を入れ替え可能である線形予測フ
ィルタ部２ｋ３の線形予測合成フィルタ処理と時間エンベロープ変形部２ｖ１での時間エ
ンベロープの変形処理の順序を入れ替える。
【０１８１】
（第４の実施形態の変形例１１）
　第４の実施形態の変形例１１の音声復号装置２４ｋ（図３８参照）は、物理的には図示
しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復
号装置２４ｋの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、図３９
のフローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロードし
て実行することによって音声復号装置２４ｋを統括的に制御する。音声復号装置２４ｋの
通信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を
外部に出力する。音声復号装置２４ｋは、図３８に示すとおり、変形例８の音声復号装置
２４ｈのビットストリーム分離部２ａ３、及び時間スロット選択部３ａにかえて、ビット
ストリーム分離部２ａ７、及び時間スロット選択部３ａ１を備える。
【０１８２】
（第４の実施形態の変形例１２）
　第４の実施形態の変形例１２の音声復号装置２４ｑ（図４０参照）は、物理的には図示
しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復
号装置２４ｑの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、図４１
のフローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロードし
て実行することによって音声復号装置２４ｑを統括的に制御する。音声復号装置２４ｑの
通信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を
外部に出力する。音声復号装置２４ｑは、図４０に示すとおり、変形例３の音声復号装置
２４ｃの低周波線形予測分析部２ｄ、信号変化検出部２ｅ、高周波線形予測分析部２ｈ、
線形予測逆フィルタ部２ｉ、及び個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３にかえて、
低周波線形予測分析部２ｄ１、信号変化検出部２ｅ１、高周波線形予測分析部２ｈ１、線
形予測逆フィルタ部２ｉ１、及び個別信号成分調整部２ｚ４，２ｚ５，２ｚ６を備え（個
別信号成分調整部は、時間エンベロープ変形手段に相当する）、時間スロット選択部3aを
さらに備える。
【０１８３】
　個別信号成分調整部２ｚ４，２ｚ５，２ｚ６のうち少なくともひとつは、前記一次高周
波調整部の出力に含まれる信号成分に関して、時間スロット選択部３ａより通知された選
択結果に基づき、選択された時間スロットのＱＭＦ領域信号に対して、個別信号成分調整
部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３と同様に、処理を行う（ステップＳｎ１の処理）。時間スロッ
ト選択情報を用いて行う処理は、前記第４の実施形態の変形例３に記載の個別信号成分調
整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３における処理のうち、周波数方向の線形予測合成フィルタ処
理を含む処理のうち少なくともひとつを含むのが望ましい。
【０１８４】
　個別信号成分調整部２ｚ４，２ｚ５，２ｚ６における処理は、前記第４の実施形態の変
形例３に記載の個別信号成分調整部２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３の処理と同様に、互いに同じ
でもよいが、個別信号成分調整部２ｚ４，２ｚ５，２ｚ６は、一次高周波調整部の出力に
含まれる複数の信号成分の各々に対し互いに異なる方法で時間エンベロープの変形を行っ
てもよい。（個別信号成分調整部２ｚ４，２ｚ５，２ｚ６の全てが時間スロット選択部３
ａより通知された選択結果に基づいて処理しない場合は、本発明の第４の実施形態の変形
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例３と同等になる）。
【０１８５】
　時間スロット選択部３ａから個別信号成分調整部２ｚ４，２ｚ５，２ｚ６のそれぞれに
通知される時間スロットの選択結果は、必ずしも全てが同じである必要はなく、全てまた
は一部が異なってもよい。
【０１８６】
　さらに、図４０ではひとつの時間スロット選択部３ａから個別信号成分調整部２ｚ４，
２ｚ５，２ｚ６のそれぞれに時間スロットの選択結果を通知する構成になっているが、個
別信号成分調整部２ｚ４，２ｚ５，２ｚ６のそれぞれ、または一部に対して異なる時間ス
ロットの選択結果を通知する時間スロット選択部を複数有してもよい。またその際に、個
別信号成分調整部２ｚ４，２ｚ５，２ｚ６のうち、第４の実施形態の変形例３に記載の処
理4（入力信号に対して時間エンベロープ変形部２ｖと同様の、エンベロープ形状調整部
２ｓから得られた時間エンベロープを用いて各ＱＭＦサブバンドサンプルへゲイン係数を
乗算する処理を行った後、その出力信号に対してさらに線形予測フィルタ部２ｋと同様の
、フィルタ強度調整部２ｆから得られた線形予測係数を用いた周波数方向の線形予測合成
フィルタ処理）を行う個別信号成分調整部に対する時間スロット選択部は、時間エンベロ
ープ変形部から時間スロット選択情報を入力されて時間スロットの選択処理を行ってもよ
い。
【０１８７】
（第４の実施形態の変形例１３）
　第４の実施形態の変形例１３の音声復号装置２４ｍ（図４２参照）は、物理的には図示
しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復
号装置２４ｍの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラム（例えば、図４３
のフローチャートに示す処理を行うためのコンピュータプログラム）をＲＡＭにロードし
て実行することによって音声復号装置２４ｍを統括的に制御する。音声復号装置２４ｍの
通信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を
外部に出力する。音声復号装置２４ｍは、図４２に示すとおり、変形例１２の音声復号装
置２４ｑのビットストリーム分離部２ａ３、及び時間スロット選択部３ａにかえて、ビッ
トストリーム分離部２ａ７、及び時間スロット選択部３ａ１を備える。
【０１８８】
（第4の実施形態の変形例１４）
　第４の実施形態の変形例１４の音声復号装置２４ｎ（不図示）は、物理的には図示しな
いＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号装
置２４ｎの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードして
実行することによって音声復号装置２４ｎを統括的に制御する。音声復号装置２４ｎの通
信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外
部に出力する。音声復号装置２４ｎは、機能的には、変形例１の音声復号装置２４ａの低
周波線形予測分析部２ｄ、信号変化検出部２ｅ、高周波線形予測分析部２ｈ、線形予測逆
フィルタ部２ｉ、及び線形予測フィルタ部２ｋにかえて、低周波線形予測分析部２ｄ１、
信号変化検出部２ｅ１、高周波線形予測分析部２ｈ１、線形予測逆フィルタ部２ｉ１、及
び線形予測フィルタ部２ｋ３を備え、時間スロット選択部３ａをさらに備える。
【０１８９】
（第４の実施形態の変形例１５）
　第４の実施形態の変形例１５の音声復号装置２４ｐ（不図示）は、物理的には図示しな
いＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ及び通信装置等を備え、このＣＰＵは、ＲＯＭ等の音声復号装
置２４ｐの内蔵メモリに格納された所定のコンピュータプログラムをＲＡＭにロードして
実行することによって音声復号装置２４ｐを統括的に制御する。音声復号装置２４ｐの通
信装置は、符号化された多重化ビットストリームを受信し、更に、復号した音声信号を外
部に出力する。音声復号装置２４ｐは、機能的には、変形例1４の音声復号装置２４ｎの
時間スロット選択部３ａにかえて、時間スロット選択部３ａ１を備える。さらに、ビット
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【０１９０】
　ビットストリーム分離部２ａ８は、ビットストリーム分離部２ａ４と同様に、多重化ビ
ットストリームを、ＳＢＲ補助情報と、符号化ビットストリームとに分離し、さらに時間
スロット選択情報とに分離する。
【符号の説明】
【０１９１】
　１１，１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１２，１２ａ，１２ｂ，１３，１４、１４ａ，１４ｂ
…音声符号化装置、１ａ…周波数変換部、１ｂ…周波数逆変換部、１ｃ…コアコーデック
符号化部、１ｄ…ＳＢＲ符号化部、１ｅ，１ｅ１…線形予測分析部、１ｆ…フィルタ強度
パラメータ算出部、１ｆ１…フィルタ強度パラメータ算出部、１ｇ，１ｇ１，１ｇ２，１
ｇ３，１ｇ４，１ｇ５，１ｇ６，１ｇ７…ビットストリーム多重化部、１ｈ…高周波周波
数逆変換部、１ｉ…短時間電力算出部、１ｊ…線形予測係数間引き部、１ｋ…線形予測係
数量子化部、１ｍ…時間エンベロープ算出部、１ｎ…エンベロープ形状パラメータ算出部
、１ｐ、１p１…時間スロット選択部、２１，２２，２３，２４，２４ｂ，２４ｃ…音声
復号装置、２ａ，２ａ１，２ａ２，２ａ３，２ａ５，２ａ６，２ａ７…ビットストリーム
分離部、２ｂ…コアコーデック復号部、２ｃ…周波数変換部、２ｄ，２ｄ１…低周波線形
予測分析部、２ｅ，２ｅ１…信号変化検出部、２ｆ…フィルタ強度調整部、２ｇ…高周波
生成部、２ｈ，２ｈ１…高周波線形予測分析部、２ｉ，２ｉ１…線形予測逆フィルタ部、
２ｊ，２ｊ１，２ｊ２，２ｊ３，２ｊ４…高周波調整部、２ｋ，２ｋ１，２ｋ２，２ｋ３
…線形予測フィルタ部、２ｍ…係数加算部、２ｎ…周波数逆変換部、２ｐ，２ｐ１…線形
予測係数補間・補外部、２ｒ…低周波時間エンベロープ計算部、２ｓ…エンベロープ形状
調整部、２ｔ…高周波時間エンベロープ算出部、２ｕ…時間エンベロープ平坦化部、２ｖ
，２ｖ１…時間エンベロープ変形部、２ｗ…補助情報変換部、２ｚ１，２ｚ２，２ｚ３，
２ｚ４，２ｚ５，２ｚ６…個別信号成分調整部、３ａ，３ａ１，３ａ２…時間スロット選
択部
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