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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バイノーラル音声信号を生成する装置であって、前記装置は、
　Ｎ個のチャンネルの音声信号のダウンミックスであるＭ個のチャンネルの音声信号、お
よび前記Ｍ個のチャンネルの音声信号を前記Ｎ個のチャンネルの音声信号にアップミック
スするための空間パラメータデータを含む音声データを受信するための手段（４０１，４
０３）と、
　少なくとも１つのバイノーラル知覚伝達関数に応じて、前記空間パラメータデータの空
間パラメータを第１のバイノーラル・パラメータに変換するためのパラメータデータ手段
（４１１）と、
　前記第１のバイノーラル・パラメータに応じて、前記Ｍ個のチャンネルの音声信号を第
１のステレオ信号に変換するためのコンバージョン手段（４０７，４０９）であって、前
記第１のバイノーラル・パラメータは、前記バイノーラル音声信号のチャンネル間の相関
を表すコヒーレンス・パラメータであり、前記第１のステレオ信号は、第１のチャンネル
信号および第２のチャンネル信号を含む、コンバージョン手段と、
　前記第１のステレオ信号をフィルタリングすることによって前記バイノーラル音声信号
を生成するためのステレオ・フィルタ（４１５，４１７）と、
　前記バイノーラル知覚伝達関数および前記空間パラメータに応じて、前記ステレオ・フ
ィルタに対してフィルタ係数を決定するための係数手段（４１９）であって、前記フィル
タ係数が、前記バイノーラル音声信号に対して、ローカライゼーション・キューおよび残
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響キューを反映するように、前記フィルタ係数は決定される、係数手段（４１９）と、
を含み、
　ここで、前記音声Ｍ個のチャンネル音声信号は、モノラル音声信号であり、前記コンバ
ージョン手段（４０７，４０９）は、前記モノラル音声信号から非相関された信号を生成
するため、並びに前記非相関された信号および前記モノラル信号を含むステレオ信号のサ
ンプルを適用するマトリックス乗算によって前記第１のステレオ信号を生成するために配
置され、そして、
　前記ステレオ・フィルタ（４１５，４１７）は、前記第１のチャンネルのための第１の
フィルタ（４１５）および前記第２のチャンネルのための第２のフィルタ（４１７）のみ
を含むため、いくつかのクロス・チャンネル・フィルタリングが実行されない、装置。
【請求項２】
　時間領域からサブバンド領域にＭ個のチャンネルの音声信号を変換するための変換手段
（４０５）を含み、ここで、前記コンバージョン手段および前記ステレオ・フィルタは前
記サブバンド領域の各サブバンドを個々に処理するために配置される、請求項１に記載の
装置。
【請求項３】
　前記バイノーラル知覚伝達関数のインパルス応答の持続時間が、変換アップデート間隔
を上回る、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記コンバージョン手段（４０９）が、各サブバンドに対してステレオ出力サンプルを
、以下の式として実質的に生成するために配置され、

ここで、ＬIおよびＲIのうちの少なくとも１つは、前記サブバンドにおける前記Ｍ個のチ
ャンネルの音声信号の音声チャンネルのサンプルであり、前記コンバージョン手段は、前
記空間パラメータデータおよび前記すくなくとも１つのバイノーラル知覚伝達関数の両方
に応じてマトリックス係数ｈxyを決定するために配置される、請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記係数手段（４１９）は、
　Ｎ個のチャンネル信号における異なる音源に対応する複数のバイノーラル知覚伝達関数
のインパルス応答のサブバンド表現を提供する手段と、
　前記サブバンド表現の係数に対応する荷重結合によって前記フィルタ係数を決定する手
段と、
　前記空間パラメータデータに応じて前記荷重結合のための前記サブバンド表現のための
重みを決定する手段を含む、請求項２に記載の装置。
【請求項６】
　前記第１のバイノーラル・パラメータは、前記バイノーラル音声信号のチャンネル間の
相関を表すコヒーレンス・パラメータを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１のバイノーラル・パラメータは、前記Ｎ個のチャンネル信号のいくつかの音源
の位置を表す少なくとも１つのローカライゼーション・パラメータ、および前記バイノー
ラル音声信号のいくつかのサウンド・コンポーネントの残響を表す残響パラメータを含ま
ない、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記係数手段（４１９）は、少なくとも１つのローカライゼーション・キューおよび前
記バイノーラル音声信号のための残響キューを反映する前記フィルタ係数を決定するため
に配置される、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　バイノーラル音声信号を生成する方法であって、前記方法は、
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　Ｎ個のチャンネルの音声信号のダウンミックスであるＭ個のチャンネルの音声信号、お
よび前記Ｍ個のチャンネルの音声信号を前記Ｎ個のチャンネルの音声信号にアップミック
スするための空間パラメータデータを含む音声データを受信するステップ（５０１）と、
　少なくとも１つのバイノーラル知覚伝達関数に応じて、前記空間パラメータデータの空
間パラメータを第１のバイノーラル・パラメータに変換するためのステップ（５０３）で
あって、前記第１のバイノーラル・パラメータは、前記バイノーラル音声信号のチャンネ
ル間の相関を表すコヒーレンス・パラメータであり、前記第１のステレオ信号は、第１の
チャンネル信号および第２のチャンネル信号を含む、ステップと、
　前記第１のバイノーラル・パラメータに応じて、前記Ｍ個のチャンネルの音声信号を第
１のステレオ信号に変換するステップ（５０５）と、
　ステレオフィルタ（４１５，４１７）を用いて前記第１のステレオ信号をフィルタリン
グすることによって前記バイノーラル音声信号を生成するステップ（５０９）と、
　前記少なくとも１つのバイノーラル知覚伝達関数および前記空間パラメータに応じて、
前記ステレオ・フィルタのためのフィルタ係数を決定するステップ（５０７）であって、
前記フィルタ係数が、前記バイノーラル音声信号に対して、ローカライゼーション・キュ
ーおよび残響キューを反映するように、前記フィルタ係数は決定される、ステップと、
を含み、
　ここで、前記音声Ｍ個のチャンネル音声信号は、モノラル音声信号であり、前記変換す
るステップ（５０５）は、前記モノラル音声信号音声信号から非相関された信号を生成し
、並びに前記非相関された信号および前記モノラル信号を含むステレオ信号のサンプルを
適用するマトリックス乗算によって前記第１のステレオ信号を生成し、そして、
　前記ステレオ・フィルタ（４１５，４１７）は、前記第１のチャンネルのための第１の
フィルタ（４１５）および前記第２のチャンネルのための第２のフィルタ（４１７）のみ
を含むため、いくつかのクロス・チャンネル・フィルタリングが実行されない、方法。
【請求項１０】
　バイノーラル音声信号を送信する送信器であって、前記送信器は、請求項１に記載の装
置を含む、送信器。
【請求項１１】
　音声信号を送信するための送信システムであって、前記送信システムは、請求項１０に
記載の送信器を含む、送信システム。
【請求項１２】
　バイノーラル音声信号を録音するための音声録音装置であって、前記音声録音装置は、
請求項１に記載の装置を含む、音声録音装置。
【請求項１３】
　バイノーラル音声信号を送信するための方法であって、前記方法は、請求項９に記載の
方法を含む、方法。
【請求項１４】
　前記バイノーラル音声信号を、送信し、受信する方法であって、前記方法は、請求項１
３に記載の方法の前記ステップを含む、方法。
【請求項１５】
　コンピュータに、請求項９、１３または請求項１４のいずれかに記載の方法を実行させ
るためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モノラル・ダウンミックス信号からバイノーラル音声信号の生成するために
限らず、特に、バイノーラル音声信号を生成するための方法と装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　過去１０年において、マルチチャンネル音声への傾向、特に、従来のステレオ信号を逸
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脱する空間的音声への傾向がある。例えば、普及している５．１のサラウンド・サウンド
・システムのような最新の高度な音声システムは、５または６チャンネルを使用するのに
対して、従来のステレオ録音は、２チャンネルのみで構成される。これは、ユーザが音源
によって囲まれるような聴取体験をより関与させるために提供する。
【０００３】
　様々な技術および標準は、そのようなマルチチャンネル信号のコミュニケーションのた
めに開発されている。例えば、５．１のサラウンドを表現している６つの個別のチャンネ
ルは、先進的音響符号化（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ：ＡＡＣ）また
はドルビーデジタル標準のような標準規格に従って送信されうる。
【０００４】
　しかしながら、後方互換性を提供するために、より高いチャンネル数をより低いチャン
ネル数にダウンミックスすることは公知であり、そして、特に、従来（ステレオ）の復号
器およびサラウンド・サウンド復号器による５．１信号によって再生されるステレオ信号
を可能にする５．１サラウンド・サウンド信号をステレオ信号にダウンミックスするため
によく使用される。
【０００５】
　１つの実施例は、ＭＰＥＧ２の後方互換性の符号化方法である。マルチチャンネル信号
は、ステレオ信号にダウンミックスされる。付加信号は、マルチチャンネル信号の表現を
生成するために、ＭＰＥＧ２マルチチャンネル復号器を可能にしているデータ部分に符号
化される。ＭＰＥＧ１復号器は、補助的データを無視して、このようにステレオ・ダウン
ミックスを復号化するだけである。
【０００６】
　音声信号の空間特性を記述するために使用されるいくつかのパラメータがある。そのよ
うなパラメータは、ステレオ信号の左チャンネルおよび右チャンネルの間の相互相関のよ
うな、チャンネル間の相互相関である。
【０００７】
　他のパラメータは、チャンネルのパワー比である。いわゆる（パラメトリック）空間音
声符号器（エンコーダ）において、これらまたは他のパラメータは、元の音声信号の空間
特性を記述している一組のパラメータに加えて、減少したチャンネル数（例えば、単一チ
ャンネルのみ）を有する音声信号を取り出すために元の音声信号から抽出される。いわゆ
る（パラメトリック）空間音声復号器において、送信された空間パラメータにより記述さ
れる空間特性は元に戻る。
【０００８】
　特に携帯分野において、３Ｄ音源ポジショニングは、現在、関心を得ている。携帯ゲー
ムにおける音楽再生および音響効果は、頭部を除く３Ｄ効果を効果的に生成するように３
Ｄに位置する価値あるものを消費者の体験に加えることができる。特に、それは、人間の
耳は感度が高い特定の方向情報を含むバイノーラル音声信号を録音して、再生することは
公知である。バイノーラル録音は、ダミーの人間のヘッドに載置される２つのマイクロフ
ォンを使用して一般的に作れられる。その結果、録音された音響は、人間の耳によって捕
らえられる音響に対応し、頭部および耳の形状のためのいくつかの影響を含む。バイノー
ラル録音の再生が、通常、ヘッドセットまたはヘッドホンを目的とするステレオ（すなわ
ち、立体音響）と異なり、ステレオ録音は、一般に、スピーカによる再生のためになされ
る。バイノーラル録音は、２つのチャンネルのみを使用して全ての空間的な情報の再生を
可能にする一方、ステレオ録音は、同じ空間知覚を提供しない。
【０００９】
　通常のデュアル・チャンネル（立体音響）またはマルチチャンネル（例えば５．１）録
音は、一組の知覚的な伝達関数を有する各通常の信号を畳み込むことによって、バイノー
ラル録音に変換することができる。知覚伝達関数は、信号における人間の頭部、そして場
合により他のオブジェクトの影響をモデル化する。周知のタイプの空間知覚的な伝達関数
は、いわゆる頭部伝達関数（ＨＲＴＦ：Ｈｅａｄ－Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　



(5) JP 5391203 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）である。部屋の壁、天井および床によって生じる反射も考慮に入れる
空間知覚的な伝達関数の代替の形式は、バイノーラル室内インパルス応答（ＢＲＩＲ：Ｂ
ｉｎａｕｒａｌ　Ｒｏｏｍ　Ｉｍｐｕｌｓｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）である。
【００１０】
　一般的に、３Ｄポジショニングアルゴリズムは、ＨＲＴＦ（またはＢＲＩＲ）を使用す
る。そして、それは、インパルス応答の手段によって、ある音源位置から鼓膜への伝達を
記述する。３Ｄ音源ポジショニングは、例えば、一対のヘッドホン空間的な音響情報をユ
ーザに提供するためにバイノーラル信号を可能にするその結果、ＨＲＴＦの手段によって
マルチチャンネル信号に適用されうる。
【００１１】
　従来のバイノーラル合成アルゴリズムは、図１で概説される。一組の入力チャンネルは
、一組のＨＲＴＦｓによってフィルタされる。各入力信号は、２つの信号（左の“Ｌ”お
よび右の“Ｒ”コンポーネント）に分割される；これらの信号の各々は、その後、所望の
音源位置に対応するＨＲＴＦによってフィルタされる。すべての左耳信号は、左のバイノ
ーラル出力信号を生成するためにその後合計され、そして、右のバイノーラル出力信号を
生成するために合計される。
【００１２】
　サラウンド・サウンド符号化信号を受信することができ、そしてバイノーラル信号から
サラウンド・サウンドの体験を生成することができる復号化システムは公知である。例え
ば、サラウンド・サウンドの体験をヘッドホンのユーザに提供するために、サラウンド・
サウンド・バイノーラル信号に変換するサラウンド音響信号を可能にするヘッドホンは公
知である。
【００１３】
　図２は、空間的パラメータのデータを有するステレオ信号を受信するＭＰＥＧサラウン
ド復号器のシステムを例示する。入力ビットストリームは、空間パラメータおよびダウン
ミックスストリームを結果として得るようにデマルチプレクサ（２０１）によって非多重
化される。後のビットストリームは、従来のモノラルまたはステレオ復号器（２０３）を
使用して復号化される。復号化されたダウンミックスは、送信された空間パラメータに基
づくマルチチャンネルの出力を生成する空間的復号器（２０５）によって復号化される。
最後に、マルチチャンネル出力は、サラウンド・サウンドの体験をユーザに提供している
バイノーラル出力信号を結果として得るように（図１のそれと同様）バイノーラル合成ス
テージ（２０７）によって処理される。
【００１４】
　しかしながら、このようなアプローチは、複雑で、相当な計算の資源を必要として、音
声品質を更に減らすことができて、聞き取り可能なアーティファクトを導く。
【００１５】
　これらの不利な点を克服するために、マルチチャンネル信号が、ＨＲＴＦフィルタを使
用しているマルチチャンネル信号のダウンミックスによって追随される送信されたダウン
ミックス信号から最初に生成される必要なく、ヘッドホンにおいてマルチチャンネル信号
が再生されることができるように、パラメトリック・マルチチャンネル音声復号器は、バ
イノーラル合成アルゴリズムを結合されうることが提案されている。
【００１６】
　このような復号器において、マルチチャンネル信号を再現するためのアップミックス空
間パラメータは、バイノーラル信号を生成するためにダウンミックス信号に直接適用され
ることができる結合されたパラメータを生成するために、ＨＲＴＦフィルタと結合される
。そうするために、ＨＲＴＦフィルタは、パラメータ化される。
【００１７】
　このような復号器の実施例は、図３において例示され、ブレーバールト，Ｊ．（Ｂｒｅ
ｅｂａａｒｔ，Ｊ．）著「ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄにおける効果的な３Ｄ音声レンダ
リングのためのバイノーラル・パラメータの解析および合成（Ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｎｄ
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　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　ｂｉｎａｕｒａｌ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　ｆｏｒ　ｅｆ
ｆｉｃｉｅｎｔ　３Ｄ　ａｕｄｉｏ　ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ　ｉｎ　ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏ
ｕｎｄ）」，ＩＣＭＥ会報，中国，北京，２００７年、およびブレーバールト，Ｊ．（Ｂ
ｒｅｅｂａａｒｔ，Ｊ．），ファーラー，Ｃ．（Ｆａｌｌｅｒ，Ｃ．）ら著「空間音声処
理：ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄおよび他の応用（Ｓｐａｔｉａｌ　ａｕｄｉｏ　ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ：ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄ　ａｎｄ　ｏｔｈｅｒ　ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ）」，ワイリー社，ニューヨーク，２００７年に記載される。
【００１８】
　空間パラメータおよびダウンミックス信号を含んでいる入力ビットストリームは、デマ
ルチプレクサ３０１によって受信される。ダウンミックス信号は、モノラルおよびステレ
オ・ダウンミックスに結果として得る従来の復号器３０３によって復号化される。
【００１９】
　加えて、ＨＲＴＦデータは、ＨＲＴＦパラメータ抽出装置３０５によって、パラメータ
領域に変換される。結果として得られるＨＲＴＦパラメータは、バイノーラル・パラメー
タとして参照される結合されたパラメータを生成するために、変換ユニット３０７に組み
込まれる。これらのパラメータは、空間パラメータおよびＨＲＴＦ処理の結合された効果
を記載する。
【００２０】
　空間復号器は、バイノーラル・パラメータに依存する復号化されたダウンミックス信号
を修正することによって、バイノーラル出力信号を合成する。具体的には、ダウンミック
ス信号は、変換ユニット３０９によってトランスフォーム、またはフィルタバンク領域に
転移される（または、従来の復号器３０３は、変換信号として、復号化されたダウンミッ
クス信号を直接的に提供してもよい）。変換ユニット３０９は、ＱＭＦフィルタバンドを
生成するために、ＱＭＦフィルタバンクを特に含むことができる。サブバンド・ダウンミ
ックス信号は、各サブバンドにおける２×２行列演算を実行するマトリックスユニット３
１１に供給される。
【００２１】
　送信されたダウンミックスがステレオ信号である場合、マトリックスユニット３１１に
対する２つの入力信号は、２つのステレオ信号である。送信されたダウンミックス信号が
モノラル信号である場合、マトリックスユニット３１１に対する入力信号のうちの１つは
モノラル信号であり、そして、他の信号は、（ステレオ信号に対するモノラル信号の従来
のアップミックスと同様である）非相関信号である。
【００２２】

【００２３】
　マトリックスユニット３１１は、バイノーラル出力信号サンプルを逆変換ユニット３１
３に供給する。逆変換ユニット３１３は、時間領域へ信号を変換する。結果として得られ
る時間領域のバイノーラル信号は、サラウンド・サウンドの体験を提供するために、ヘッ
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ドホンに供給されうる。
【００２４】
　記載されている方法は、多くの利点を有する：
【００２５】
　ＨＲＴＦ処理は、同じ変換領域が、多くの場合、ダウンミックス信号を復号化するため
に使用されうるように、必要である変換の数を減らすことができる変換領域において実行
されうる。
【００２６】
　処理の複雑さは、非常に低く（それは、２×２マトリックスによって乗算のみを使用す
る）、そして、同時音声チャンネルの数において実質的に独立している。
【００２７】
　それは、モノラルのおよびステレオ・ダウンミックスのいずれにも適用されうる；
【００２８】
　ＨＲＴＦｓは、非常に簡潔な方法で表され、それ故、送信され、そして、非常に効率的
に格納される。
【００２９】
　しかしながら、アプローチにも、若干の不利な点を有する。具体的には、アプローチは
、より長いインパルス応答が、パラメータ化されたサブバンドＨＲＴＦ値によって表すこ
とのできないような比較的短いインパルス応答（一般に変換間隔に満たない）を有するＨ
ＲＴＦにのみ適している。このように、アプローチは、ロングエコーまたは残響を有する
音声環境に対して使用可能ではない。具体的には、アプローチは、一般的に、長く、パラ
メトリックアプローチを伴って正確にモデル化するのが困難でありうる反響のあるＨＲＴ
Ｆｓまたはバイノーラル室内インパルス応答（ＢＲＩＲｓ）と連動しない。
【００３０】
　従って、バイノーラル音声信号を生成するための改良されたシステムは、有利であり、
そして、特に、異なる音声環境に増加した柔軟性、改良されたパフォーマンス、促進され
た実装、低減された資源活用および／または改良された適用性を可能にしているシステム
が、有利である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００３１】
【非特許文献１】ブレーバールト，Ｊ．（Ｂｒｅｅｂａａｒｔ，Ｊ．）著「ＭＰＥＧ　Ｓ
ｕｒｒｏｕｎｄにおける効果的な３Ｄ音声レンダリングのためのバイノーラル・パラメー
タの解析および合成（Ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｎｄ　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　ｂｉｎａ
ｕｒａｌ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　ｆｏｒ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　３Ｄ　ａｕｄｉｏ　ｒ
ｅｎｄｅｒｉｎｇ　ｉｎ　ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄ）」，ＩＣＭＥ会報，中国，北京
，２００７年
【非特許文献２】ブレーバールト，Ｊ．（Ｂｒｅｅｂａａｒｔ，Ｊ．），ファーラー，Ｃ
．（Ｆａｌｌｅｒ，Ｃ．）ら著「空間音声処理：ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄおよび他の
応用（Ｓｐａｔｉａｌ　ａｕｄｉｏ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ：ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎ
ｄ　ａｎｄ　ｏｔｈｅｒ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）」，ワイリー社，ニューヨーク，２
００７年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３２】
　従って、本発明は、好ましくは単独で上述した不利な点一つ以上を、または任意の組合
せを緩和するか、軽減するかまたは除去することを試みるものである。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
　本発明の第１の態様によれば、バイノーラル音声信号を生成する装置が提供される；上



(8) JP 5391203 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

記の装置は以下を含む：Ｎ個のチャンネルの音声信号のダウンミックスであるＭ個のチャ
ンネルの音声信号、およびＭ個のチャンネルの音声信号をＮ個のチャンネルの音声信号に
アップミックスするための空間パラメータデータを含む音声データを受信するための手段
；バイノーラル知覚伝達関数に応じて空間パラメータデータの空間パラメータを第１のバ
イノーラル・パラメータに変換するためのパラメータデータ手段；第１のバイノーラル・
パラメータに応じてＭ個のチャンネルの音声信号を第１のステレオ信号に変換するための
コンバージョン手段；第１のステレオ信号をフィルタすることによってバイノーラル音声
信号を生成するためのステレオ・フィルタ；および、バイノーラル知覚伝達関数に応じて
ステレオ・フィルタのためのフィルタ係数を決定するための係数手段。
【００３４】
　本発明は、生成される改良されたバイノーラル音声信号を可能にする。特に、本発明の
実施例は、反響のある音声環境を反映するバイノーラル信号および／または長いインパル
ス応答を伴うＨＲＴＦｓまたはＢＲＩＲｓを生成するための周波数および時間処理の組合
せを使用することができる。低い複雑さの実装が達成される。処理は、低い演算およびま
たはメモリ資源要求によって実装されうる。
【００３５】
　Ｍ個のチャンネル音声ダウンミックス信号は、具体的には、５．１または７．１のサラ
ウンド信号のダウンミックスのような、より高い数の空間チャンネルのダウンミックスを
含むモノラルまたはステレオ信号である。空間パラメータデータは、具体的には、Ｎ個の
チャンネル音声信号のためのチャンネル間特性差および／または相互相関差を含む。バイ
ノーラル知覚伝達関数は、ＨＲＴＦまたはＢＲＩＲ伝達関数でもよい。
【００３６】
　任意の本発明の特徴によれば、装置は、さらに、時間領域からサブバンド領域にＭ個の
チャンネル音声信号を変換するための変換手段を含み、ここで、コンバージョン手段およ
びステレオ・フィルタは、サブバンド領域の各サブバンドを個別に処理するために配置さ
れる。
【００３７】
　特徴は、従来の復号化アルゴリズムのような多くの音声処理アプリケーションを有する
促進された実装、低減された資源要求および／または互換性を提供することができる。
【００３８】
　任意の本発明の特徴によれば、バイノーラル知覚伝達関数のインパルス応答の期間は、
変換更新間隔を上回る。
【００３９】
　本発明は、生成される改良されたバイノーラル音声信号を可能し、および／または複雑
さを低減することができる。特に、本発明は、ロングエコーまたは残響特性を有する音響
環境に対応するバイノーラル信号を生成することができる。
【００４０】
　任意の本発明の特徴によれば、コンバージョン手段は、以下のように実質的にステレオ
出力サンプルを生成するように配置される：

ここで、ＬIおよびＲIのうちの少なくとも１つはサブバンドにおけるＭ個のチャンネル音
声信号の音声チャンネルのサンプルであり、そして、コンバージョン手段は、空間パラメ
ータデータおよび少なくとも１つのバイノーラル知覚伝達関数に応じてマトリックス係数
ｈxyを決定するために配置される。
【００４１】
　特徴は、改良されたバイノーラルが生成するような信号にし、および／または複雑さを
低減することができる。
【００４２】
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　任意の本発明の特徴によれば、係数手段は、以下を含む：Ｎ個のチャンネル信号におけ
る異なる音源に対応する複数のバイノーラル知覚伝達関数のインパルス応答の表現を提供
するための手段；サブバンド表現の係数に対応する荷重結合によってフィルタ係数を決定
するための手段；空間パラメータデータに応じて荷重結合のためのサブバンド表現に対す
る重みを決定するための手段。
【００４３】
　特徴は、改良されたバイノーラルが生成するような信号にし、および／または複雑さを
低減することができる。特に、低い複雑さであるが高品質フィルタ係数が決定されうる。
【００４４】
　任意の本発明の特徴によれば、第１のバイノーラル・パラメータは、バイノーラル音声
信号のチャンネル間の相関を表すコヒーレンス・パラメータを含む。
【００４５】
　特徴は、改良されたバイノーラルが生成するような信号にし、および／または複雑さを
低減することができる。特に、所望の相関は、フィルタリングの前に低い複雑さ処理によ
って効率的に提供されうる。特に、低い複雑さのサブバンド・マトリックス乗算は、所望
の相関またはコヒーレンス特性をバイノーラル信号に導入するために実行されうる。この
ような特性は、フィルタリングの前に、およびフィルタが修正されることの必要なしに導
入されうる。このように、特徴は、効率的におよび低い複雑さを制御するために、相関ま
たはコヒーレンス特性を可能にする。
【００４６】
　任意の本発明の特徴によれば、第１のバイノーラル・パラメータは、バイノーラル音声
信号のいかなる音声要素の残響を表すバイノーラル音声信号および残響パラメータのいか
なる音源の位置を表す少なくとも１つのローカライゼーション・パラメータを含まない。
【００４７】
　特徴は、改良されたバイノーラルが生成するような信号にし、および／または複雑さを
低減することができる。特に、特徴は、処理を促進し、および／または改良された品質を
提供しているフィルタによって制御されうるローカライゼーション情報および／または残
響パラメータを可能にする。バイノーラル・ステレオ・チャンネルのコヒーレンス又は相
関は、このことにより相関／コヒーレンスおよびローカライゼーションおよび／または残
響がそれぞれに制御されうるコンバージョン手段、およびそれが最も実際的であるか効率
的であるところによって制御されうる。
【００４８】
　任意の本発明の特徴によれば、係数手段は、バイノーラル音声信号のためのローカライ
ゼーション・キューおよび残響キューのうちの少なくとも１つを反映するためのフィルタ
係数を決定するために配置される。
【００４９】
　特徴は、改良されたバイノーラルが生成するような信号にし、および／または複雑さを
低減することができる。特に、所望のローカライゼーションまたは残響特性が、改良され
た品質を、それによって与えることで、例えば、反響のある音声環境が効率的にシミュレ
ーションされると認めている、特にサブバンド・フィルタリングによって効率的に提供さ
れうる。
【００５０】
　任意の本発明の特徴によれば、音声Ｍ個のチャンネル音声信号は、モノラル音声信号で
あり、そして、コンバージョン手段は、モノラル音声信号から非相関信号を生成し、そし
て非相関信号およびモノラル音声信号を含むステレオ信号のサンプルに適用されるマトリ
ックス乗算によって第１のステレオ信号を生成するために配置される。
【００５１】
　特徴は、改良されたバイノーラルが生成するような信号にし、および／または複雑さを
低減することができる。特に、本発明は、一般に利用可能な空間パラメータから生成する
ために高品質のバイノーラル音声信号を生成するために全ての必要なパラメータを可能に
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する。
【００５２】
　本発明の別の態様によれば、バイノーラル音声信号を生成する方法が提供される；上記
の方法は以下を含む：Ｎ個のチャンネルの音声信号のダウンミックスであるＭ個のチャン
ネルの音声信号、およびＭ個のチャンネルの音声信号をＮ個のチャンネルの音声信号にア
ップミックスするための空間パラメータデータを含む音声データを受信するステップ；バ
イノーラル知覚伝達関数に応じて空間パラメータデータの空間パラメータを第１のバイノ
ーラル・パラメータに変換するステップ；第１のバイノーラル・パラメータに応じてＭ個
のチャンネルの音声信号を第１のステレオ信号に変換するステップ；第１のステレオ信号
をフィルタすることによってバイノーラル音声信号を生成するステップ；および、バイノ
ーラル知覚伝達関数のうちの少なくとも１つに応じてステレオ・フィルタのためのフィル
タ係数を決定するステップ。
【００５３】
　本発明の別の態様によれば、バイノーラル音声信号を送信するための送信器が提供され
る、上記送信器は以下を含む：Ｎ個のチャンネルの音声信号のダウンミックスであるＭ個
のチャンネルの音声信号、およびＭ個のチャンネルの音声信号をＮ個のチャンネルの音声
信号にアップミックスするための空間パラメータデータを含む音声データを受信するため
の手段；バイノーラル知覚伝達関数に応じて空間パラメータデータの空間パラメータを第
１のバイノーラル・パラメータに変換するためのパラメータデータ手段；第１のバイノー
ラル・パラメータに応じてＭ個のチャンネルの音声信号を第１のステレオ信号に変換する
ためのコンバージョン手段；第１のステレオ信号をフィルタすることによってバイノーラ
ル音声信号を生成するためのステレオ・フィルタ；バイノーラル知覚伝達関数に応じてス
テレオ・フィルタのためのフィルタ係数を決定するための係数手段；および、バイノーラ
ル音声信号を送信するための手段。
【００５４】
　本発明の別の態様によれば、音声信号を送信するための送信システムが提供される，送
信器を含む上記送信システムは以下を含む：Ｎ個のチャンネルの音声信号のダウンミック
スであるＭ個のチャンネルの音声信号、およびＭ個のチャンネルの音声信号をＮ個のチャ
ンネルの音声信号にアップミックスするための空間パラメータデータを含む音声データを
受信するための手段；バイノーラル知覚伝達関数に応じて空間パラメータデータの空間パ
ラメータを第１のバイノーラル・パラメータに変換するためのパラメータデータ手段；第
１のバイノーラル・パラメータに応じてＭ個のチャンネルの音声信号を第１のステレオ信
号に変換するためのコンバージョン手段；第１のステレオ信号をフィルタすることによっ
てバイノーラル音声信号を生成するためのステレオ・フィルタ；バイノーラル知覚伝達関
数に応じてステレオ・フィルタのためのフィルタ係数を決定するための係数手段；バイノ
ーラル音声信号を送信するための手段；および、バイノーラル音声信号を受信するための
受信器。
【００５５】
　本発明の別の態様によれば、バイノーラル音声信号を録音するための音声録音装置が提
供される，音声録音装置は以下を含む：Ｎ個のチャンネルの音声信号のダウンミックスで
あるＭ個のチャンネルの音声信号、およびＭ個のチャンネルの音声信号をＮ個のチャンネ
ルの音声信号にアップミックスするための空間パラメータデータを含む音声データを受信
するための手段；バイノーラル知覚伝達関数に応じて空間パラメータデータの空間パラメ
ータを第１のバイノーラル・パラメータに変換するためのパラメータデータ手段；第１の
バイノーラル・パラメータに応じてＭ個のチャンネルの音声信号を第１のステレオ信号に
変換するためのコンバージョン手段；第１のステレオ信号をフィルタすることによってバ
イノーラル音声信号を生成するためのステレオ・フィルタ；バイノーラル知覚伝達関数に
応じてステレオ・フィルタのためのフィルタ係数を決定するための係数手段（４１９）；
および、バイノーラル音声信号を録音するための手段。
【００５６】
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　本発明の別の態様によれば、バイノーラル音声信号を送信する方法が提供される，方法
は以下を含む：Ｎ個のチャンネルの音声信号のダウンミックスであるＭ個のチャンネルの
音声信号、およびＭ個のチャンネルの音声信号をＮ個のチャンネルの音声信号にアップミ
ックスするための空間パラメータデータを含む音声データを受信するステップ；バイノー
ラル知覚伝達関数に応じて空間パラメータデータの空間パラメータを第１のバイノーラル
・パラメータに変換するステップ；第１のバイノーラル・パラメータに応じてＭ個のチャ
ンネルの音声信号を第１のステレオ信号に変換するステップ；第１のステレオ信号をフィ
ルタすることによってバイノーラル音声信号を生成するステップ；ステレオ・フィルタに
おいてバイノーラル知覚伝達関数に応じてステレオ・フィルタのためのフィルタ係数を決
定するステップ；および、バイノーラル音声信号を送信するステップ。
【００５７】
　本発明の別の態様によれば、バイノーラル音声信号を送信し、受信する方法が提供され
る；方法は以下を含む：送信器が以下のステップを実行する：Ｎ個のチャンネルの音声信
号のダウンミックスであるＭ個のチャンネルの音声信号、およびＭ個のチャンネルの音声
信号をＮ個のチャンネルの音声信号にアップミックスするための空間パラメータデータを
含む音声データを受信するステップ；バイノーラル知覚伝達関数に応じて空間パラメータ
データの空間パラメータを第１のバイノーラル・パラメータに変換するステップ；第１の
バイノーラル・パラメータに応じてＭ個のチャンネルの音声信号を第１のステレオ信号に
変換するステップ；第１のステレオ信号をフィルタすることによってバイノーラル音声信
号を生成するステップ；ステレオ・フィルタにおいてバイノーラル知覚伝達関数に応じて
ステレオ・フィルタのためのフィルタ係数を決定するステップ；バイノーラル音声信号を
送信するステップ；バイノーラル音声信号を送信するステップ；および、バイノーラル音
声信号を受信するステップ。
【００５８】
　本発明の別の態様によれば、上記の記載されている方法のいずれかの方法を実行するた
めのコンピュータ・プログラムが提供される。
【００５９】
　これらの、および本発明の他の態様、特徴および効果は、明らかであり、以下に記載さ
れている実施例に関して明らかにする。
【００６０】
　本発明の実施例は、図面に関して一例として記載される。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】図１は、既知の発明に従ってバイノーラル信号の生成のためのアプローチの説明
図である。
【図２】図２は、既知の発明に従ってバイノーラル信号の生成のためのアプローチの説明
図である。
【図３】図３は、既知の発明に従ってバイノーラル信号の生成のためのアプローチの説明
図である。
【図４】図４は、本発明のいくつかの実施例に従ってバイノーラル音声信号を生成するた
めの装置の例示である。
【図５】図５は、本発明のいくつかの実施例に従ってバイノーラル音声信号を生成する方
法の実施例のフローチャートの例示である。
【図６】図６は、本発明のいくつかの実施例に従って音声信号のコミュニケーションのた
めの送信システムの実施例を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
　以下の説明は、複数の空間チャンネルのモノラルのダウンミックスから、バイノーラル
・ステレオ信号の合成に適用できる本発明の実施例に重点を置く。特に、説明は、いわゆ
る“５１５１”構造を使用するＭＰＥＧサラウンド・サウンドの符号化されたビットスト
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リームからヘッドホン再生のためのバイノーラル信号の生成のために適用される。“５１
５１”構造は、入力として５チャンネル（最初の“５”により示される）、モノラル・ダ
ウンミックス（最初の“１”）、５チャンネルの復元（２番目の“５”）、およびツリー
構造“１”による空間パラメータ化を有する。異なるツリー構造における詳細な情報は、
ヘレ，Ｊ（Ｈｅｒｒｅ，Ｊ．），クジュルリング，Ｋ．（Ｋｊｏｅｒｌｉｎｇ，Ｋ．），
ブレーバールト，Ｊ．（Ｂｒｅｅｂａａｒｔ，Ｊ．），ファーラー，Ｃ．（Ｆａｌｌｅｒ
，Ｃ．），ディスヒ，Ｓ．（Ｄｉｓｃｈ，Ｓ．），プルンハーゲン，Ｈ．（Ｐｕｒｎｈａ
ｇｅｎ，Ｈ．），コッペン，Ｊ．（Ｋｏｐｐｅｎｓ，Ｊ．），ヒルペアト，Ｊ．（Ｈｉｌ
ｐｅｒｔ，Ｊ．），レーデン，Ｊ．（Ｒｏｅｄｅｎ，Ｊ．），オーメン，Ｗ．（Ｏｏｍｅ
ｎ，Ｗ．），リンツマイアー，Ｋ．（Ｌｉｎｚｍｅｉｅｒ，Ｋ．），チョン，Ｋ．Ｓ．（
Ｃｈｏｎｇ，Ｋ．Ｓ．）ら著「ＭＰＥＧサラウンド－効率的かつ互換性のあるマルチチャ
ンネル音声符号化のためのＩＳＯ／ＭＰＥＧ標準規格（ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄ－Ｔ
ｈｅ　ＩＳＯ／ＭＰＥＧ　ｓｔａｎｄａｒｄ　ｆｏｒ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ａｎｄ　ｃ
ｏｍｐａｔｉｂｌｅ　ｍｕｌｔｉ－ｃｈａｎｎｅｌ　ａｕｄｉｏ　ｃｏｄｉｎｇ）」，第
１２２回ＡＥＣコンベンション会報，オーストリア，ヴィエンナ，２００７年、およびブ
レーバールト，Ｊ．（Ｂｒｅｅｂａａｒｔ，Ｊ．），ホトー，Ｇ．（Ｈｏｔｈｏ，Ｇ．）
，コッペン，Ｊ．（Ｋｏｐｐｅｎｓ，Ｊ．），ヒルペアト，Ｊ．（Ｈｉｌｐｅｒｔ，Ｊ．
），シュイヤーズ，Ｅ．（Ｓｃｈｕｉｊｅｒｓ，Ｅ．），オーメン，Ｗ．（Ｏｏｍｅｎ，
Ｗ．），ヴァン　デ　パール，Ｓ．（ｖａｎ　ｄｅ　Ｐａｒ，Ｓ．）ら著「マルチチャン
ネル音声圧縮における最近のＭＰＥＧサラウンド標準の背景、概念および構造（Ｂａｃｋ
ｇｒｏｕｎｄ，ｃｏｎｃｅｐｔ，ａｎｄ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｒ
ｅｃｅｎｔ　ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄ　ｓｔａｎｄａｒｄ　ｏｎ　ｍｕｌｔｉ－ｃｈ
ａｎｎｅｌ　ａｕｄｉｏ　ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）」，オーディオ・エンジニアリング
学会（Ａｕｄｉｏ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｓｏｃｉｅｔｙ），２００７年，第５５巻
，ｐ．３３１－３５１において見られる。しかしながら、本発明は、この用途に限られて
いなくて、例えば、ステレオ信号にダウンミックスされるサラウンド・サウンド信号を含
んでいる多くの他の音声信号に例えば適用されることができることはいうまでもない。
【００６３】
　図３のそれのような既知の装置において、ロングＨＲＴＦｓまたはＢＲＩＲｓは、パラ
メータ化されたデータおよびマトリックスユニット３１１によって実行されるマトリック
ス処理によって効率的に表現されない。実質的に、サブバンド・マトリックス乗算は、サ
ブバンド時間領域への変換のために使用される変換時間間隔に対応する期間を有する時間
領域インパルス応答を表すために制限される。例えば、変換が、高速フーリエ変換（ＦＦ
Ｔ）である場合、Ｎ個のサンプルの各ＦＦＴの間隔は、マトリックスユニットに供給され
るＮ個のサブバンド・サンプルに転移される。しかしながら、Ｎ個のサンプルより長いイ
ンパルス応答は、適切に表現されない。
【００６４】
　この問題の１つの解決法は、サブバンド領域のフィルタリング・アプローチを使用する
ことである。ここで、マトリックス処理は、マトリックス・フィルタリング・アプローチ
によって交換され、個々のサブバンドがフィルタされる。このように、このような実施例
において、サブバンド処理は、シンプルなマトリックス乗算の代わりに下記の式が与えら
れる。

ここで、Ｎqは、ＨＲＴＦ／ＢＲＩＲ関数を表すために使用されるタップの数である。
【００６５】
　このようなアプローチは、効率的に４つのフィルタを各サブバンド（マトリックスユニ
ット３１１の入力チャンネルおよび出力チャンネルの各置換の数）に適用することに対応
する。
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【００６６】
　このようなアプローチは、いくつかの実施例において有利であるが、いくつかの関連す
る不利な点も有する。例えば、システムは、複雑さおよび資源要求を非常に増加させるサ
ブバンド毎に、４つのフィルタを必要とする。さらにまた、多くの場合、所望のＨＲＴＦ
／ＢＲＩＲインパルス応答に正確に対応するパラメータを生成することは、複雑でも良い
か、困難でもよいか、不可能であってさえもよい。
【００６７】
　特に、図３のシンプルなマトリックス乗算のために、ＨＲＴＦパラメータおよび送信さ
れた空間パラメータと共にバイノーラル信号のコヒーレンスが推定されうる。なぜなら、
両パラメータのタイプは、同じ（パラメータ）領域において存在するからである。バイノ
ーラル信号のコヒーレンスは、個々の音源信号（空間パラメータによって記載されるよう
に）の間のコヒーレンス、および（ＨＲＴＦｓによって記載される）個々の位置から鼓膜
までの音響経路に依存する。相対的な信号レベル、ペアワイズ・コヒーレンス値、および
ＨＲＴＦ伝達関数の全てが、統計的（パラメトリック）な方法で記載される場合、空間レ
ンダリングおよびＨＲＴＦ処理の結合された効果から結果として得られるネットコヒーレ
ンスは、パラメータ領域において直接的に推定されうる。この過程は、ブレーバールト，
Ｊ．（Ｂｒｅｅｂａａｒｔ，Ｊ．）著「ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄにおける効果的な３
Ｄ音声レンダリングのためのバイノーラル・パラメータの解析および合成（Ａｎａｌｙｓ
ｉｓ　ａｎｄ　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　ｂｉｎａｕｒａｌ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　
ｆｏｒ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　３Ｄ　ａｕｄｉｏ　ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ　ｉｎ　ＭＰＥＧ
　Ｓｕｒｒｏｕｎｄ）」，ＩＣＭＥ会報，中国，北京，２００７年、およびブレーバール
ト，Ｊ．（Ｂｒｅｅｂａａｒｔ，Ｊ．），ファーラー，Ｃ．（Ｆａｌｌｅｒ，Ｃ．）ら著
「空間音声処理：ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄおよび他の応用（Ｓｐａｔｉａｌ　ａｕｄ
ｉｏ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ：ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄ　ａｎｄ　ｏｔｈｅｒ　ａｐ
ｐｌｉｃａｔｉｏｎ）」，ワイリー社，ニューヨーク，２００７年に記載される。所望の
コヒーレンスが公知である場合、指定された値に従うコヒーレンスを有する出力信号は、
行列演算の手段によって非相関器の信号およびモノラル信号の結合によって結果として得
られうる。この過程は、ブレーバールト，Ｊ．（Ｂｒｅｅｂａａｒｔ，Ｊ．），ヴァン　
デ　パール，Ｓ．（ｖａｎ　ｄｅ　Ｐａｒ，Ｓ．），コールラウシュ，Ａ．（Ｋｏｈｌｒ
ａｕｓｈ，Ａ．），シュイヤーズ，Ｅ．（Ｓｃｈｕｉｊｅｒｓ，Ｅ．）ら著「ステレオ音
声のパラメトリック符号化（Ｐａｒａｍｅｔｒｉｃ　ｃｏｄｉｎｇ　ｏｆ　ｓｔｅｒｅｏ
　ａｕｄｉｏ）」，ＥＵＲＡＳＩＰ，Ｊ．Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃ．２
００５年、第９巻、ｐ１３０５－１３２２、およびエングデガルド，Ｊ．（Ｅｎｇｄｅｇ
ａｒｄ，Ｊ．），プルンハーゲン，Ｈ．（Ｐｕｒｎｈａｇｅｎ，Ｈ．），レーデン，Ｊ．
（Ｒｏｅｄｅｎ，Ｊ．），リエルド，Ｌ．（Ｌｉｌｊｅｒｙｄ，Ｌ．）ら著「パラメトリ
ックステレオ符号化における合成環境（Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　ａｍｂｉｅｎｃｅ　ｉｎ　
ｐａｒａｍｅｔｒｉｃ　ｓｔｅｒｅｏ　ｃｏｄｉｎｇ）」，第１１６回ＡＥＣコンベンシ
ョン会報，ドイツ，ベルリン，２００４年に記載される。
【００６８】
　その結果、非相関器の信号マトリックス・エントリ（ｈ12およびｈ22）は、空間および
ＨＲＴＦパラメータの比較的シンプルな関係から理解する。しかしながら、上記のそれら
のようなフィルタ応答のために、空間復号化およびバイノーラル合成から結果として得ら
れるネットコヒーレンスを算出することはかなり困難である、なぜなら、所望のコヒーレ
ンス値は、残存する部分（遅れた残響）よりもＢＲＩＲの第１の部分（直接的な音）のた
めに異なるからである。
【００６９】
　特に、ＢＲＩＲｓのために、必要とされる特性は、時間と共に大きく変化する。例えば
、ＢＲＩＲの第１の部分は、直接的な音（部屋の効果なしで）を記載することができる。
従って、この部分は、（レベル差および到着時間の差並びに高いコヒーレンスにより反射
される異なるローカライゼーション特性を有して）非常に指向的である。一方、早期反射
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および遅れた残響は、たいてい比較的指向的ではない。このように、耳の間のレベル差は
あまりはっきりせず、到着時間差は、これらの確率的性質のために性格に決定することは
困難であり、そして、コヒーレンスは、多くの場合、非常に低い。ローカライゼーション
特性のこの変化は、正確に保存することは非常に重要である。しかし、これは困難でもよ
い、なぜなら、同時に完全なフィルタ応答が、空間パラメータおよびＨＲＴＦ係数に依存
すべき一方、フィルタ応答のコヒーレンスが、実際のフィルタ応答の範囲内における位置
に依存するように変化する必要があるからである。
【００７０】
　要約すると、バイノーラル出力信号の間の正確なコヒーレンスを決定し、その正確な時
間的挙動を確実にすることは、モノラルのダウンミックスにとって非常に困難であり、一
般的に、既知の発明のマトリックス乗算のアプローチで知られるアプローチを用いること
は不可能である。
【００７１】
　図４は、本発明のいくつかの実施例に従ってバイノーラル音声信号を生成するための装
置を例示する。記載されているアプローチにおいて、パラメトリック・マトリックス乗算
は、ロングエコーまたは残響を有する音声環境がエミュレートされうるため、低い複雑さ
のフィルタリングと結合される。特に、低い複雑さおよび実用的な実装を維持する一方、
システムは、使用するため、ロングＨＲＴＦｓ／ＢＲＩＲｓを可能にする。
【００７２】
　装置は、Ｎ個のチャンネル音声信号のダウンミックスである音声Ｍ個のチャンネルの音
声信号を含む音声データビットストリームを受信するデマルチプレクサ４０１を含む。加
えて、データは、Ｍ個の音声信号をＮ個のチャンネル音声信号にアップミキシングするた
めの空間パラメータデータを含む。具体例において、ダウンミックス信号は、モノラル信
号、すなわちＭ＝１であり、そして、Ｎ個のチャンネル音声信号は、５．１サラウンド信
号、すなわちＮ＝６である。音声データは、具体的にはサラウンド信号のＭＰＥＧサラウ
ンド符号化であり、そして、空間データは、両耳間レベル差（ＩＬＤｓ：Ｉｎｔｅｒ　Ｌ
ｅｖｅｌ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓ）および両耳間相互相関（ＩＣＣ：Ｉｎｔｅｒ－ｃｈ
ａｎｎｅｌ　Ｃｒｏｓｓ－Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ）パラメータを含む。
【００７３】
　モノラル信号の音声データは、デマルチプレクサ４０１に連結する復号器４０３に供給
される。復号器４０３は、当業者にとって周知であるような復号器４０３が、適切な従来
の復号化アルゴリズムを使用しているモノラル信号を復号化する。このように、実施例に
おいて、復号器４０３の出力は、復号化されたモノラル音声信号である。
【００７４】
　復号器４０３は、復号化されたノラル信号を時間領域から周波数サブバンド領域に変換
するために操作可能である変換プロセッサ４０５に連結する。いくつかの実施形態におい
て、変換プロセッサ４０５は、信号を変換間隔（適切な数のサンプルを含むサンプルブロ
ックに対応する）に分割し、各変換時間間隔における高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を実行
するために配置される。例えば、ＦＦＴは、ＦＦＴが６４個の複素サブバンド・サンプル
を生成するために適用される６４個のサンプルブロックに分けられるモノラル音声サンプ
ルを有する６４ポイントのＦＦＴでもよい。
【００７５】
　具体例において、変換プロセッサ４０５は、６４個のサンプルの変換間隔で動作するＱ
ＭＦフィルタバンクを有する。このように、６４個の時間領域の各ブロックに対して、６
４個のサブバンド・サンプルは、周波数領域において生成される。
【００７６】
　この例において、受信信号は、バイノーラル・ステレオ信号にアップミックスされるこ
とになるモノラル信号である。従って、周波数サブバンド・モノラル信号は、モノラル信
号の非相関されたバージョンを生成する非相関器４０７に供給される。当然のことながら
、非相関された信号を生成するいかなる適切な方法も、本発明を損なわずに用いうること
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ができる。
【００７７】
　変換プロセッサ４０５および非相関器４０７は、マトリックス・プロセッサ４０９に供
給される。このように、マトリックス・プロセッサ４０９は、生成された非相関信号のサ
ブバンド表現と同様にモノラル信号のサブバンド表現を供給される。マトリックス・プロ
セッサ４０９は、モノラル信号を第１のステレオ信号に変換するために実行する。具体的
には、マトリックス・プロセッサ４０９は、以下の式によって与えられる各サブバンドの
マトリックス乗算を実行する：

ここで、ＬIおよびＲIは、マトリックス・プロセッサ４０９に対する入力信号のサンプル
であり、すなわち、具体例において、ＬIおよびＲIは、モノラル信号および非相関信号の
サブバンド・サンプルである。
【００７８】
　マトリックス・プロセッサ４０９によって実行される変換は、ＨＲＴＦｓ／ＢＲＩＲｓ
に応じて生成するバイノーラル・パラメータに依存する。実施例において、変換は、受信
されたモノラル信号および（付加的な）空間チャンネルに関連する空間パラメータにも依
存する。
【００７９】
　特に、マトリックス・プロセッサ４０９は、デマルチプレクサ４０１、および所望のＨ
ＲＴＦｓ（または、同等な所望のＢＲＩＲｓ）を表現しているデータを含むＨＲＴＦスト
ア４１３にさらに連結されるコンバージョン・プロセッサ４１１に連結される。下記の事
項は、完結にはＨＲＴＦｓを参照するが、しかし、ＢＲＩＲｓは、（または同様に）ＨＲ
ＴＦｓの代わりに使用されうる。コンバージョン・プロセッサ４１１は、デマルチプレク
サから空間データを受信し、そしてＨＲＴＦストア４１３からＨＲＴＦを表現しているデ
ータを受信する。それから、コンバージョン・プロセッサ４１１は、空間パラメータをＨ
ＲＴＦデータに応じて第１のバイノーラル・パラメータに変換することによるマトリック
ス・プロセッサ４０９により使用されるバイノーラル・パラメータを生成するために実行
する。
【００８０】
　しかしながら、実施例において、出力バイノーラル信号を生成することが必要であるＨ
ＲＴＦの完全なパラメータ化および空間パラメータは、算出されない。より正確には、マ
トリックス乗算において使用されるバイノーラル・パラメータは、所望のＨＲＴＦ応答の
一部を反映するのみである。特に、バイノーラル・パラメータは、ＨＲＴＦ／ＢＲＩＲの
直接の部分（早期反射および遅れた残響を除く）に対して推定される。これは、従来のパ
ラメータ推定プロセスを使用し、ＨＲＴＦのパラメータ化プロセスの間、ＨＲＴＦ時間領
域インパルス応答の第１のピークを使用して達成される。直接の部分（レベルおよび／ま
たは時間差のようなローカライゼーション・キューを除く）のためにコヒーレンスを結果
として得ることは、２×２のマトリックスにおいてその後使用される。実際には、具体例
において、マトリックスの係数は、バイノーラル信号の所望のコヒーレンスまたは相関を
反映するためだけに生成され、ローカライゼーションまたは残響特性の考慮を含まない。
【００８１】
　このように、マトリックス乗算は、所望の処理の一部を実行するのみであり、そして、
マトリックス・プロセッサ４０９の出力は、最終的なバイノーラル信号ではなくて、正確
にはチャンネル間の直接的な音の所望のコヒーレンスを反映する中間の（バイノーラル）
信号である。
【００８２】
　マトリックス係数ｈxyの形式におけるバイノーラル・パラメータは、実施例において、
空間データに基づき、そして具体的には、そこにおいて含まれるレベル差パラメータに基
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するために生成される。それから、バイノーラル・チャンネルの各々の相対パワーは、Ｎ
個のチャンネルの各々に関連したＨＲＴＦｓに基づいて算出される。また、バイノーラル
信号間の相互相関のための期待値は、Ｎ個のチャンネルおよびＨＲＴＦｓの各々における
信号パワーに基づいて算出される。相互相関、およびバイノーラル信号の結合されたパワ
ーに基づいて、チャンネルのためのコヒーレンス基準は、その後算出され、そして、マト
リックス・パラメータは、この相関を提供するために決定される。バイノーラル・パラメ
ータがどのように発生しうるかの具体的な詳細は後述する。
【００８３】
　マトリックス・プロセッサ４０９は、マトリックス・プロセッサ４０９によって生成さ
れたステレオ信号をフィルタすることによって出力バイノーラル音声信号を生成するため
に操作可能である２つのフィルタ４１５，４１７に連結される。特に、２つの信号の各々
は、モノラル信号として個別にフィルタされ、そして、１つのチャンネルから他へいかな
る信号のクロスカップリング（ｃｒｏｓｓ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ）も導入されない。従って
、２つのモノラル・フィルタは、例えば、４つのフィルタを必要としている方法と比較し
て、複雑さを低減するように用いられる。
【００８４】
　フィルタ４１５、４１７はサブバンド・フィルタであり、各サブバンドは、個々にフィ
ルタされる。具体的には、各フィルタは、有限インパルス応答（ＦＩＲ：Ｆｉｎｉｔｅ　
Ｉｍｐｕｌｓｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）でもよく、各サブバンドにおいて、フィルタリング
を実行することは、以下の式によって与えられる：

ここで、ｙはマトリックス・プロセッサ４０９から受信されたサブバンド・サンプルを表
し、ｃはフィルタ係数であり、ｎは（変換間隔数に対応する）サンプル番号であり、ｋは
サブバンドであり、およびＮはフィルタのインパルス応答の長さである。このように、個
々のサブバンドにおいて、「時間領域」フィルタリングは、複数の変換間隔からサブバン
ド・サンプルを考慮するために、単一の変換間隔におけるところから処理を延長すること
により実行される。
【００８５】



(17) JP 5391203 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

【００８６】
　フィルタ特性は、所望のＨＲＴＦｓの態様と同様に空間パラメータの両方の態様を反映
するために生成された実施例である。具体的には、生成されたバイノーラル信号の残響お
よびローカライゼーション特性がフィルタによって導出され、制御されるように、フィル
タ係数は、ＨＲＴＦインパルス応答および空間ロケーション・キューに応じて決定される
。バイノーラル信号の直接的な一部の相関またはコヒーレンスは、フィルタの直接的な部
分が（ほとんど）コヒーレンスであり、そして従ってバイノーラル出力の直接的な音のコ
ヒーレンスが先に実行される行列演算によって完全に定義されると仮定するフィルタリン
グによっては影響を受けない。一方、フィルタの遅れた残響部分は、左および右耳のフィ
ルタとの間に無相関であると仮定され、従って、その特定の部分の出力は常に無相関であ
る。信号のコヒーレンスの独立がこれらのフィルタに供給される。従って、修正は、所望
のコヒーレンスに応じてフィルタに対して必要ではない。このように、フィルタを実行す
る行列演算は、直接的な部分の所望のコヒーレンスを決定するが、その一方で、残りの残
響部分が、実際のマトリックス値から独立している正確な（低い）相関を自動的に有して
いる。このように、フィルタリングは、マトリックス・プロセッサ４０９によって導出さ
れる所望のコヒーレンスを維持する。
【００８７】
　このように、図４の装置において、マトリックス・プロセッサ４０９により使用される
（マトリックス係数の形式における）バイノーラル・パラメータは、バイノーラル音声信
号のチャンネル間の相関を表すコヒーレンス・パラメータである。しかしながら、これら
のパラメータは、バイノーラル音声信号のいくつかの音源の位置を表すローカライゼーシ
ョン・パラメータ、またはバイノーラル音声信号のいくつかの音声要素の残響を表す残響
パラメータを含まない。むしろ、これらのパラメータ／特性は、フィルタ係数を決定する
ことによる次のサブバンド・フィルタリングによって導出される。結果として、それらは
、バイノーラル音声信号に対して、ローカライゼーション・キューおよび残響キューを反
映する。
【００８８】
　特に、フィルタは、デマルチプレクサ４０１およびＨＲＴＦストア４１３にさらに連結
される係数プロセッサ４１９に連結される。係数プロセッサ４１９は、バイノーラル知覚
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伝達関数に応じてステレオ・フィルタ４１５，４１７のためのフィルタ係数を決定する。
さらにまた、係数プロセッサ４１９は、デマルチプレクサ４０１から空間データを受信し
、そして、フィルタ係数を決定するためにこれを使用する。
【００８９】
　特に、ＨＲＴＦインパルス応答は、サブバンド領域に変換され、そして、インパルス応
答が上回るとき、この単一の変換間隔は、単一のサブバンド係数よりむしろ各サブバンド
における各チャンネルに対するインパルス応答を結果として得る。そのとき、Ｎ個のチャ
ンネルの各々に対応する各ＨＲＴＦフィルタのインパルス応答は、加重和において合計さ
れる。Ｎ個のＨＲＴＦフィルタのインパルス応答の各々に適用される重みは、空間データ
に応じて決定され、そして、特に、異なるチャンネル間の適切なパワー分布を結果として
得るために決定される。フィルタ係数がどのように生成することができるかという具体的
な詳細は後述される。
【００９０】
　このように、フィルタ４１５、４１７の出力は、ヘッドホンにおいて示されるときに、
効果的に完全にサラウンド信号をエミュレートするバイノーラル・オーディオ信号のステ
レオ・サブバンドを表す。フィルタ４１５、４１７は、サブバンド信号を時間領域に変換
するために逆変換を実行する逆変換プロセッサ４２１に連結される。特に、逆変換プロセ
ッサ４２１は、逆ＱＭＦ変換を実行することができる。
【００９１】
　このように、逆変換プロセッサ４２１の出力は、一組のヘッドホンからサラウンド・サ
ウンドの体験を提供することができるバイノーラル信号である。信号は、従来のステレオ
・エンコーダを使用して例えば符号化されることができ、および／または直接ヘッドホン
に供給されることができる信号を提供するために、アナログ・ディジタル・コンバータの
アナログ領域に変換されうる。
【００９２】
　このように、図４の装置は、バイノーラル信号を提供するために、パラメトリックＨＲ
ＴＦマトリックス処理およびサブバンド・フィルタリングを結合する。相関／コヒーレン
ス行列乗算、ならびにローカライゼーションおよび残響フィルタリングに基づくフィルタ
の分離はシステムに提供され、ここで、必要パラメータは、例えば、モノラル信号に対し
て直ちに計算されうる。特に、コヒーレンス・パラメータが決定し、そして実装すること
が困難、または不可能である純粋なフィルタリング・アプローチとは対照的に、処理の異
なるタイプの組合せは、モノラル・ダウンミックス信号に基づくアプリケーションのため
にさえ効率的に制御されうる。
【００９３】
　このように、記載されているアプローチは、（マトリックス乗算の手段による）正確な
コヒーレンスの合成ならびに（フィルタの手段による）ローカライゼーション・キューお
よび残響の生成が完全に分離され、そして独立に制御されるという利点を有している。さ
らにまた、フィルタの数は、クロス・チャンネル・フィルタリングが必要でない場合、フ
ィルタの数は２に限られている。フィルタが一般的にシンプルな間、トリック乗算に対し
てより複雑である場合、複雑さは低減される。
【００９４】
　いかに、必要なマトリックス・バイノーラル・パラメータおよびフィルタ係数がどの様
に算出されるかの具体例が後述される。実施例において、受信される信号は、“５１５１
”のツリー構造を使用している符号化されたＭＰＥＧサラウンド・ビットストリームであ
る。
【００９５】
　説明において、以下の頭字語が、使われる：
　ｌまたはＬ：左チャンネル（Ｌｅｆｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）
　ｒまたはＲ：右チャンネル（Ｒｉｇｈｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）
　ｆ：　　　　正面チャンネル（Ｆｒｏｎｔ　ｃｈａｎｎｅｌ（ｓ））
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　ｓ：　　　　サラウンド・チャンネル（Ｓｕｒｒｏｕｎｄ　ｃｈａｎｎｅｌ（ｓ））
　ｃ：　　　　センター・チャンネル（Ｃｅｎｔｅｒ　ｃｈａｎｎｅｌ）
　ｌｓ：　　　左サラウンド（Ｌｅｆｔ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄ）
　ｒｓ：　　　右サラウンド（Ｒｉｇｈｔ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄ）
　ｌｆ：　　　左正面（Ｌｅｆｔ　Ｆｒｏｎｔ）
　ｌｒ：　　　左右（Ｌｅｆｔ　Ｒｉｇｈｔ）
【００９６】

【００９７】
　まず、マトリックス・プロセッサ４０９によるマトリックス乗算のために使用するバイ
ノーラル・パラメータの生成が後述される。
【００９８】
　コンバージョン・プロセッサ４１１は、最初に、バイノーラル出力信号のチャンネル間
の所望のコヒーレンスを反映するパラメータであるバイノーラル・コヒーレンスの推定を
算出する。推定は、ＨＲＴＦ関数のために定義されるＨＲＴＦパラメータと同様の空間パ
ラメータを使用する。
【００９９】
　具体的には、以下のＨＲＴＦパラメータが、使用される：
【０１００】
　左耳に対応するＨＲＴＦの特定の周波数バンドの範囲内における二乗平均平方根のパワ
ーであるＰl

【０１０１】
　右耳に対応するＨＲＴＦの特定の周波数バンドの範囲内における二乗平均平方根のパワ
ーであるＰr

【０１０２】
　特定の仮想音源位置のための左および右耳の間のＨＲＴＦの特定の周波数バンドの範囲
内におけるコヒーレンスであるρ
【０１０３】
　特定の仮想音源のための左および右耳の間のＨＲＴＦの特定の周波数バンドの範囲内に
おける平均位相差であるφ
【０１０４】
　左および右耳それぞれに対する周波数領域のＨＲＴＦ表現Ｈl（ｆ），Ｈr（ｆ）、およ
び周波数インデックスｆと仮定すると、これらのパラメータは、以下の式に従って算出さ
れる：
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　ここで、全体の合計ｆは、各パラメータ・バンドｂのための１つのセットのパラメータ
を結果として得るために各パラメータ・バンドに対して実行される。このＨＲＴＦのパラ
メータ化過程の詳細な情報は、ブレーバールト，Ｊ．（Ｂｒｅｅｂａａｒｔ，Ｊ．）著「
ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄにおける効果的な３Ｄ音声レンダリングのためのバイノーラ
ル・パラメータの解析および合成（Ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｎｄ　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏ
ｆ　ｂｉｎａｕｒａｌ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　ｆｏｒ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　３Ｄ　ａ
ｕｄｉｏ　ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ　ｉｎ　ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄ）」，ＩＣＭＥ会報
，中国，北京，２００７年、およびブレーバールト，Ｊ．（Ｂｒｅｅｂａａｒｔ，Ｊ．）
，ファーラー，Ｃ．（Ｆａｌｌｅｒ，Ｃ．）ら著「空間音声処理：ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏ
ｕｎｄおよび他の応用（Ｓｐａｔｉａｌ　ａｕｄｉｏ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ：ＭＰＥＧ
　Ｓｕｒｒｏｕｎｄ　ａｎｄ　ｏｔｈｅｒ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）」，ワイリー社，
ニューヨーク，２００７年から得ることが可能である。
【０１０６】
　上述のパラメータ化過程は、パラメータ・バンドおよび各仮想スピーカ位置にそれぞれ
に実行される。以下において、スピーカ位置がＰl（Ｘ）によって示され、Ｘは、スピー
カ識別子（ｌｆ，ｒｆ，ｃ，ｌｓ，またはｌｓ）を示す。
【０１０７】
　第一段階として、５．１－チャンネル信号の相対的なパワー（モノラル入力信号のパワ
ーに関して）は、送信されたＣＬＤパラメータを使用して計算される。左－フロントチャ
ンネルの相対的なパワーは、以下によって与えられる：

【０１０８】
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【０１０９】
　各仮想スピーカのパワーσ、特定のスピーカ対の間のコヒーレンスを表すＩＣＣパラメ
ータ、各仮想スピーカのためのＨＲＴＦパラメータであるＰl，Ｐr，ρおよびφを与えら
れ、バイノーラル信号を結果として得る統計的属性が推定されうる。これは、各仮想スピ
ーカのためのパワーσに関しての貢献を追加し、ＨＲＴＦにより導入されるパワーにおけ
る変化を反映するために個別に各耳に対するＨＲＴＦ（Ｐl，Ｐr）のパワーによって乗算
されることによって達成される。更なる条件は、仮想スピーカ信号（ＩＣＣ）の間の相互
の相関の効果および（パラメータφによって表現される）ＨＲＴＦの経路長の差を組み込
むことを必要とする（ブレーバールト，Ｊ．（Ｂｒｅｅｂａａｒｔ，Ｊ．），ファーラー
，Ｃ．（Ｆａｌｌｅｒ，Ｃ．）ら著「空間音声処理：ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄおよび
他の応用（Ｓｐａｔｉａｌ　ａｕｄｉｏ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ：ＭＰＥＧ　Ｓｕｒｒｏ
ｕｎｄ　ａｎｄ　ｏｔｈｅｒ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）」，ワイリー社，ニューヨーク
，２００７年を参照）。
【０１１０】
　（モノフォニックの入力チャンネルに関して）左のバイノーラル出力チャンネルσL

2の
相対的なパワーの期待値は、以下によって与えられる：

【０１１１】
　同様に、右チャンネルのための（相関的な）パワーは、以下によって与えられる：

【０１１２】
　同様の過程および同様の技術の使用に基づいて、バイノーラル信号対の外積ＬBＲB

*の
ための期待値が以下の式から算出されうる。



(22) JP 5391203 B2 2014.1.15

10

20

30

40

【０１１３】
　バイノーラル出力（ＩＣＣB）のコヒーレンスは、それから以下によって与えられる：

【０１１４】
　バイノーラル出力信号ＩＣＣBの決定されたコヒーレンス（およびローカライゼーショ
ン・キューおよび残響特性を無視すること）に基づいて、ＩＣＣＢパラメータを回復させ
るために必要とするマトリックス係数は、ブレーバールト，Ｊ．（Ｂｒｅｅｂａａｒｔ，
Ｊ．），（ｖａｎ　ｄｅ　Ｐａｒ，Ｓ．），コールラウシュ，Ａ．（Ｋｏｈｌｒａｕｓｈ
，Ａ．），（Ｓｃｈｕｉｊｅｒｓ，Ｅ）ら著「ステレオ音声のパラメトリック符号化（Ｐ
ａｒａｍｅｔｒｉｃ　ｃｏｄｉｎｇ　ｏｆ　ｓｔｅｒｅｏ　ａｕｄｉｏ）」，ＥＵＲＡＳ
ＩＰ，Ｊ．Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃ．２００５年、第９巻、ｐ１３０５
－１３２２において特定されるような従来の方法を使用して算出される。

【０１１５】
　以下において、係数プロセッサ４１９によるフィルタ係数の生成は後述される。
【０１１６】
　第１に、バイノーラル音声信号の異なる音源に対応するバイノーラル知覚伝達関数のイ
ンパルス応答のサブバンド表現が生成される。
【０１１７】
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【０１１８】

【０１１９】
　係数プロセッサ４１９は、以下において説明されるように、重みｔkおよびｓkを算出す
る。
【０１２０】
　まず、線形結合重みの絶対値は、以下により選択される：

【０１２１】
　このように、所定の空間チャンネルに対応する所定のＨＲＴＦのための重みは、そのチ
ャンネルのパワーレベルに対応するように選択される。
【０１２２】

【０１２３】

【０１２４】
　ここにあるように、これが、各パラメータ・バンドにおいて一定であるスケーリング・
ゲインを有するおよそ達成されうる場合、スケーリングがフィルタ・モーフィングから省
略され、そして、以前のセクションのマトリックス要素を修正することによって実行され
うる点に注意する。
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【０１２５】
　これに当てはめるために、スケーリングされない荷重結合が要件であり、

が、パラメータ・バンド内部でそれほど変化しないパワーゲインを有する。一般に、その
ような様々な種類の貢献は、ＨＲＴＦの応答の間での主な遅延差に起因する。本発明のい
くつかの実施例において、時間領域における事前調整は、ＨＲＴＦフィルタを決定づける
ために実行され、単一の現実の組合せの値が適用されうる。

【０１２６】

【０１２７】
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【０１２８】
　位相接続法の目的は、サブバンド・インデックスｋの関数として、可能な限りゆっくり
変化するような位相曲線を得るために、２πの複数の位相角の選択を自由に使用するよう
にする。
【０１２９】
　上記の組合せ公式の位相角パラメータの役割は２つの要素からなる。第１に、それは、
正面および後方のスピーカとの間にソース位置に対応する主な遅延時間をモデル化する結
合されたレスポンスに至る重ね合わせの前に、正面／後方フィルタの遅延補償を実現する
。第２に、スケーリングされていないフィルタのパワーゲインの可変性を低減する。
【０１３０】

【０１３１】
　本発明のいくつかの実施例に従うこの問題の解決法は、マトリックス要素定義のために
修正されたＩＣＣB値を使用することであり、以下によって定義される。

【０１３２】
　図５は、本発明のいくつかの実施例に従ってバイノーラル音声信号を生成する方法の実
施例のフローチャートを例示する。
【０１３３】
　　方法はステップ５０１で開始し、ここで、音声データは、Ｎ個のチャンネル音声信号
のダウンミックスである音声Ｍ個のチャンネルの音声信号と、Ｍ個のチャンネル音声信号
をＮ個のチャンネル音声信号にアップミックスするための空間パラメータデータを含む。
【０１３４】
　ステップ５０１は、ステップ５０３によって追随され、ここで、空間パラメータデータ
の空間パラメータは、バイノーラル知覚伝達関数に応じて第１のバイノーラル・パラメー
タに変換される。
【０１３５】
　ステップ５０３は、ステップ５０５によって追随され、ここで、Ｍ個のチャンネル音声
信号は、第１のバイノーラル・パラメータに応じて第１のステレオ信号に変換される。
【０１３６】
　ステップ５０５は、ステップ５０７によって追随され、ここで、フィルタ係数は、バイ
ノーラル知覚伝達関数に応じてステレオ・フィルタのために決定される。



(26) JP 5391203 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

【０１３７】
　ステップ５０７は、ステップ５０９によって追随され、ここで、バイノーラル音声信号
は、ステレオ・フィルタにおいて第１のステレオ信号をフィルタリングすることによって
生成される。
【０１３８】
　例えば、図４の装置が、送信システムで使用されうる。図６は、本発明のいくつかの実
施例に従って音声信号のコミュニケーションのための通信システムの例を示す。通信シス
テムは、特にインターネットでもよいネットワーク６０５を介した受信器６０３を含む。
【０１３９】
　具体例において、送信器６０１は信号録音装置であり、受信器６０３は、信号再生装置
である。しかし、他の実施例において、送信器および受信器が他のアプリケーションおよ
び他の目的に使用することはいうまでもない。例えば、送信器６０１および／または受信
器６０３は、トランスコーディング機能性の一部でもよく、そして、例えば、他の信号源
または目的に結合することを提供しうる。具体的には、受信器６０３は、符号化されたサ
ラウンド・サウンド信号を受信し、サラウンド・サウンド信号をエミュレートしている符
号化されたバイノーラル信号を生成する。そのとき、符号化されたバイノーラル信号は、
他の音源に配信される。
【０１４０】
　信号録音機能がサポートされる具体例において、送信器６０１は、ディジタイザ６０７
を含む。ディジタイザ６０７は、サンプリングおよびアナログ・ディジタル・コンバージ
ョンによってデジタルＰＣＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｃｏｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ）に変換され
たアナログ・マルチチャンネル（サラウンド）信号を受信する。
【０１４１】
　ディジタイザ６０７は、符号化アルゴリズムに従ってＰＣＭマルチチャンネル信号を符
号化する図１の符号器６０９に連結される。具体例において、符号器６０９は、ＭＰＥＧ
符号化サラウンド・サウンド信号として信号を符号化する。符号器６０９は、符号化され
た信号を受信し、インターネット６０１に接続するネットワーク送信器６１１に連結され
る。ネットワーク送信器６１１は、インターネット６０５を介して受信器６０３へ符号化
された信号を送信することができる。
【０１４２】
　受信器６０３は、インターネット６０５に接続され、送信器６０１からの符号化された
信号を受信するために配置されたネットワーク受信器６１３を含む。
【０１４３】
　ネットワーク受信器６１３は、図４の装置のいずれかの装置であるバイノーラル復号器
６１５に連結される。
【０１４４】
　信号再生機能がサポートされる具体例において、受信器６０３は、さらに、バイノーラ
ル復号器６１５からのバイノーラル音声信号を受信し、ユーザにこれを示す信号プレーヤ
６１７を含む。具体的には、信号プレーヤ１１７は、バイノーラル音声信号を１セットの
ヘッドホンに出力するために必要とするデジタル・アナログ・コンバータ、アンプおよび
スピーカを含む。
【０１４５】
　明確にするための上記の説明は、異なる機能ユニットおよびプロセッサに関して本発明
の実施例を記載したことはいうまでもない。しかしながら、異なる機能ユニットまたはプ
ロセッサ間の機能性のいかなる適切な配布も本発明を損なわずに使用しうることは、明ら
かである。例えば、別々のプロセッサまたはコントローラによって実行されることが示さ
れる機能性は、同じプロセッサまたはコントローラによって実行されうる。それ故、厳し
い論理和物理構造または組織を表すよりはむしろ、特定の機能ユニットの参照は記載され
ている機能性を提供するための適当手段の参照とみなされるだけある。
【０１４６】
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　本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアまたはこれらのいかなる組合
せを含むもいかなる適切な形でも行うことができる。本発明は、一つ以上のデータプロセ
ッサおよび／またはデジタルシグナルプロセッサ上のコンピュータソフトウェア実行とし
て、部分的に少なくとも任意に行うことができる。本発明の実施例の要素およびコンポー
ネントは、いかなる適切な方法でも、物理的に、機能的に、そして、論理的に行うことが
できる。実際、機能性は、単一ユニットにおいて、複数の装置において、または、他の機
能単位の一部として行うことができる。このように、本発明は、単一ユニットにおいて行
うことができるかまたは異なる装置およびプロセッサの間に物理的に、そして、機能的に
配信されうる。
【０１４７】
　本発明がいくつかの実施例と関連して記載されていたにもかかわらず、それは本願明細
書において記載される特定の形に限られていることを目的としない。むしろ、本発明の範
囲は、添付の請求の範囲だけによって制限される。加えて、特徴が特定の実施例と関連し
て記載されているように見えるが、当業者は記載されている実施例のさまざまな特徴が本
発明に従って結合されることができると認識する。請求項において、成り立っている用語
は、他の要素またはステップの存在を除外しない。
【０１４８】
　さらに、個々にリストされるが、複数の手段、要素または方法のステップは、例えば単
一の装置またはプロセッサによって行うことができる。加えて、個々の特徴が異なる請求
項に含まれることができるが、これらは出来る限り有利に結合されることができ、そして
、異なる請求項への包含は、特徴の組合せが可能でなくておよび／または有利なことを意
味しない。また、請求項の１つのカテゴリの特徴の包含は、このカテゴリへの制限を意味
せず、適当な様に、むしろ、特徴が他の請求項カテゴリに等しく適用できることを示す。
さらに、順に請求項の特徴のうち、特徴が動かされなければならないいかなる特定の命令
も意味しない、そして、特に、方法のクレームにおける個々のステップの順序はステップ
がこの命令において実行されなければならないことを意味しない。むしろ、ステップは、
いかなる適切な命令においても実行されうる。加えて、単一の参照は、複数を除外しない
。従って、「ａ」，「ａｎ」，「第１」，「第２」等の参照は、複数を排除しない。単に
明快な実施例がいかなる形であれ請求項の範囲を制限するものとして解釈されない場合に
、請求項の引用符号は設けられている。



(28) JP 5391203 B2 2014.1.15

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(29) JP 5391203 B2 2014.1.15

【図５】 【図６】



(30) JP 5391203 B2 2014.1.15

10

フロントページの続き

(74)代理人  100079577
            弁理士　岡田　全啓
(72)発明者  ヴィレモエス　ラルス　ファルク
            スウェーデン国　ＳＥ－１７５　５６　ヤールファラ　マンドリンヴェーゲン　２２
(72)発明者  ブレーバールト　ダーク　イェルーン
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　ビルディング
            　４４

    審査官  大野　弘

(56)参考文献  国際公開第２００７／０３１８９６（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０００－３０８１９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００９－５０８１５７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｓ　　　１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

