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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のシンボルの系列であるターゲットベクトルを、第１の複数の部分系列に分割する
ステップと、
　前記第１の複数の部分系列のそれぞれのエネルギーを求めるステップと、
　前記第１の複数の部分系列から、前記エネルギーの局所的な最大値を有する部分系列を
求めるステップと、
　求められた前記部分系列のうち少なくとも幾つかの部分系列のインデックスを特定する
部分情報を生成するステップと、
　前記ターゲットベクトルを第２の複数の部分系列に分割するステップであって、該第２
の複数の部分系列は、前記第１の複数の部分系列の各々を分割することにより生成される
、該ステップと、
　前記部分情報に基づいて、前記第２の複数の部分系列の各々のビット割り当てを求める
ステップであって、前記第２の複数の部分系列のうち、前記部分情報に基づいて特性され
るインデックスを有する前記部分系列から分割された部分系列に、前記第２の複数の部分
系列のうち他の部分系列よりも多くのビットが割り当てられるよう、前記ビット割り当て
を求める、該ステップと、
　前記第２の複数の部分系列及び前記部分情報を符号化するステップであって、前記ビッ
ト割り当てを用いて前記第２の複数の部分系列を量子化することを含む、該ステップと、
を含む方法。
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【請求項２】
　命令を記憶する一つ以上のコンピュータ可読媒体であって、該命令が、システムによる
実行時に、前記システムに、
　複数のシンボルの系列であるターゲットベクトルを、第１の複数の部分系列に分割する
ステップと、
　前記第１の複数の部分系列のそれぞれのエネルギーを求めるステップと、
　前記第１の複数の部分系列から、前記エネルギーの局所的な最大値を有する部分系列を
求めるステップと、
　求められた前記部分系列のうち少なくとも幾つかの部分系列のインデックスを特定する
部分情報を生成するステップと、
　前記ターゲットベクトルを第２の複数の部分系列に分割するステップであって、該第２
の複数の部分系列は、前記第１の複数の部分系列の各々を分割することにより生成される
、該ステップと、
　前記部分情報に基づいて、前記第２の複数の部分系列の各々のビット割り当てを求める
ステップであって、前記第２の複数の部分系列のうち、前記部分情報に基づいて特性され
るインデックスを有する前記部分系列から分割された部分系列に、前記第２の複数の部分
系列のうち他の部分系列よりも多くのビットが割り当てられるよう、前記ビット割り当て
を求める、該ステップと、
　前記第２の複数の部分系列及び前記部分情報を符号化するステップであって、前記ビッ
ト割り当てを用いて前記第２の複数の部分系列を量子化することを含む、該ステップと、
を含む方法を実行させる、媒体。
【請求項３】
　符号化された情報を有するビットストリームを受信するステップと、
　前記ビットストリームから部分情報の符号化データを復号するステップであって、前記
部分情報の符号化データは、符号化中に、複数のシンボルの系列であるターゲットベクト
ルを第１の複数の部分系列に分割し、前記第１の複数の部分系列のそれぞれのエネルギー
を求め、前記第１の複数の部分系列から、前記エネルギーの局所的な最大値を有する部分
系列を求め、求められた前記部分系列のうち、少なくとも幾つかの部分系列のインデック
スを特定する前記部分情報を生成し、該部分情報を符号化することによって生成されてい
る、該ステップと、
　復号された前記部分情報に基づいて、第２の複数の部分系列の各々のビット割り当てを
求めるステップであって、該第２の複数の部分系列は、符号化中に前記第１の複数の部分
系列の各々を分割することによって生成されており、前記第２の複数の部分系列のうち、
前記部分情報に基づいて特性されるインデックスを有する前記部分系列から分割された部
分系列に、前記第２の複数の部分系列のうち他の部分系列よりも多くのビットが割り当て
られるよう、前記ビット割り当てを求める、該ステップと、
　前記ビット割り当てに基づいて、前記ビットストリームから第２の複数の符号化された
部分系列を復号するステップと、
を含む方法。
【請求項４】
　命令を記憶する一つ以上のコンピュータ可読媒体であって、該命令が、システムによる
実行時に、前記システムに、
　符号化された情報を有するビットストリームを受信するステップと、
　前記ビットストリームから部分情報の符号化データを復号するステップであって、前記
部分情報の符号化データは、符号化中に、複数のシンボルの系列であるターゲットベクト
ルを第１の複数の部分系列に分割し、前記第１の複数の部分系列のそれぞれのエネルギー
を求め、前記第１の複数の部分系列から、前記エネルギーの局所的な最大値を有する部分
系列を求め、求められた前記部分系列のうち、少なくとも幾つかの部分系列のインデック
スを特定する前記部分情報を生成し、該部分情報を符号化することによって生成されてい
る、該ステップと、
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　復号された前記部分情報に基づいて、第２の複数の部分系列の各々のビット割り当てを
求めるステップであって、該第２の複数の部分系列は、符号化中に前記第１の複数の部分
系列の各々を分割することによって生成されており、前記第２の複数の部分系列のうち、
前記部分情報に基づいて特性されるインデックスを有する前記部分系列から分割された部
分系列に、前記第２の複数の部分系列のうち他の部分系列よりも多くのビットが割り当て
られるよう、前記ビット割り当てを求める、該ステップと、
　前記ビット割り当てに基づいて、前記ビットストリームから第２の複数の符号化された
部分系列を復号するステップと、
を含む方法を実行させる、媒体。
【請求項５】
　前記ターゲットベクトルは、前記ターゲットベクトルの符号化データに割り当てられる
ビット数、前記ターゲットベクトルの次元、及び／又は、一以上の他の符号化ステージか
らの副情報に基づいて、前記第１の複数の部分系列に分割される、請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　前記部分情報に基づいて前記ビット割り当てを求めることは、ビット割り当てのパター
ンを生成することを含む、請求項３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【優先権】
【０００１】
　[0001]本願は、“Ａ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｑｕａｎｔｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｐ
ｅｅｃｈ　ａｎｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｐ
ａｒｔｉａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｏｎ　Ａｔｙｐｉｃａｌ　Ｓｕｂｓｅｑｕｅｎ
ｃｅｓ”と題して２００５年４月２０日に出願された対応の米国特許仮出願第６０／６７
３，４０９号に基づく優先権を主張するものであり、当該米国特許仮出願を、参照するこ
とによって援用するものである。
【発明の分野】
【０００２】
　[0002]本発明は、情報符号化の分野に関するものであり、より詳細には本発明は、量子
化されるべきデータの系列内における部分系列の非典型の挙動に関する情報を用いたデー
タの量子化に関するものである。
【発明の背景】
【０００３】
　[0003]音声及びオーディオ符号化器は、通常、統計的冗長性の除去と知覚無関係性（知
覚に無関係なもの）の除去とを組み合わせ、その後に残された正規化されたパラメータを
量子化（符号化）することによって、信号を符号化する。この組み合わせによって、最先
端の音声及びオーディオ符号化器の大部分は、今日、１ビット又は２ビット／入力サンプ
ル未満のレートで動作する。しかしながら、統計的除去技術及び無関係性除去技術が進歩
しても、考察されているビットレートが、本質的に、多くの場合に、多くの正規化された
パラメータを１ビット／スカラーパラメータ未満のレートで符号化することを強いている
。これらのレートでは、複雑さを増大させることなく量子化器の性能を増大させることは
極めて難しい。とりわけビットが統計的に等価なパラメータ間に平等に配分される場合に
は、ビット配分（資源配分）の粒度及び量子化器の性能が限られているので、量子化及び
／又は無関係性除去の知覚的効果を制御又は活用することも極めて難しい。
【０００４】
　[0004]オーディオ及び音声符号化器を含めて最先端の多くの符号化器設計において見ら
れる圧縮は、冗長性及び無関係性が効率的に符号化され、及び／又は、信号からの除去の
対象とされる符号化の初期ステージと、効率的な技術を使用して、残りの統計的に正規化
されたパラメータであって知覚に関係のあるパラメータを量子化する符号化の後期ステー
ジとの組み合わせによるものである。
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【０００５】
　[0005]低いビットレートにおいては、冗長性除去及び無関係性除去のステージは、効率
的なものでなければならない。冗長性除去及び無関係性除去のステージを効率的に実行す
る方法の幾つかの例が存在する。例えば、冗長性除去及び無関係性除去のステージは、信
号スペクトルの大まかな（短期）形状の線形予測係数（ＬＰＣ）モデルを用いて、効率的
に実行することができる。このモデルは、多くの設計において、例えば、符号励振線形予
測符号化器、正弦波符号化器、及び、ＴＷＩＮ－ＶＱ及び変換予測符号化器のようなその
他の符号化器において使用される極めて簡潔な表現である。ＬＰＣモデル自体は、様々な
従来技術、例えば、線スペクトル対パラメータのベクトル量子化及び予測量子化等を用い
て、効率的に符号化することができる。
【０００６】
　[0006]冗長性除去及び無関係性除去のステージを効率的なものとする方法の別の例は、
信号における高調波構造及びピッチ構造の簡潔な仕様を用いることである。これらの構造
は、周波数領域における冗長構造又は時間領域における（長期）冗長構造を表現する。一
般的な技術は、多くの場合、ピッチ遅延（時間領域）又は「Δｆ」（周波数領域）のよう
な従来のパラメータを用いて、そのような構造の周期性を示すパラメータ、例えば、周波
数領域表現のスペクトルピーク間の距離又は準定常時間領域波形間の距離を、使用する。
【０００７】
　[0007]冗長性除去及び無関係性除去のステージを効率的に実行する方法の更なる例は、
利得係数を使用して、異なる時間領域及び／又は周波数領域における信号エネルギーの近
似値を明示的に符号化するものである。これら利得を符号化するための様々な技術を使用
することができる。それら技術としては、利得のスカラー又はベクトル量子化、若しくは
、上述したＬＰＣモデルを使用するようなパラメトリック技術がある。そして、これらの
利得は、多くの場合、更なる符号化の前に、様々な領域における信号を正規化するために
使用される。
【０００８】
　[0008]冗長性除去及び無関係性除去のステージを効率的なものとする方法の更に別の例
は、異なる時間／周波数領域用のターゲット雑音／量子化レベルを指定することである。
これらレベルは、入力信号のスペクトル及び時間特性を解析することによって計算される
。レベルは、多くの技術によって指定することができ、これら技術には、符号化器又は復
号器において既知のビット割り当て又は雑音レベルパラメータ（量子化ステップサイズの
ような）を明示的に介するもの、又は、符号化器におけるパラメータの可変長量子化を暗
黙的に介するものがある。ターゲットレベル自体は、多くの場合、知覚に関連するもので
あり、幾つかの無関係性除去の基礎となるものである。多くの場合に、これらのレベルは
、時間又は周波数における所与の領域（パラメータのグループ）に適用する単一のターゲ
ットレベルを用いる大まかな方式で、指定される。
【０００９】
　[0009]これらの技術が、能力の限界に到達すると、例えば、それらが完全に信号統計量
を正規化し、それらの正規化されたパラメータに対してビット割り当て又は雑音レベルパ
ラメータ割り当てを生成している極端な場合には、当該技術は、もはや符号化の効率を更
に改善するためには使用することはできない。
【００１０】
　[0010]上述した最善の冗長性及び無関係性技術を用いたにしても、正規化されたパラメ
ータは、それらの間で変動を有することがあることに注意されたい。パラメータの部分系
列内における変動の存在は、幾つかの工学的分野においては周知である。より詳細には、
より大きなパラメータ次元においては、変動が、情報理論のような分野で指摘されている
。情報理論は、統計的に同一のスカラー（確率変数）をもつ部分系列は、二つのグループ
、すなわち、その部分系列が関連する測定に基づいた「典型的」な挙動に従うグループと
、その系列が同一の測定に基づいた「典型的」な挙動から逸脱している別の「非典型的」
なグループに分割することができることを指摘している。系列をこれらの二つのグループ
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に正確且つ完璧に分割することが、情報理論における理論解析のために必要である。
【００１１】
　[0011]しかしながら、情報理論によって使用される一つの知見は、部分系列自体の長さ
、すなわち次元が増加するにつれて、これらの後者の「非典型的」な系列が発生する確率
は無視できるものになるというものである。その結果として、「非典型的」な部分系列（
及び、それらの影響及び正確なハンドリング）は、情報理論の漸近的理論解析においては
破棄される。実際には、理論解析は、これらの「非典型的」な部分系列の極めて非効率的
なハンドリングを使用し、その非効率性は、漸近的に無関係なものである。より小さな次
元では、大きな問題は、これら変動がより注意深くハンドリングするに値するほどに十分
に意義があるか否かであり、或いは、それら変動が、無視してもよいのか否か又は無視す
べきなのか否かである。
【００１２】
　[0012]信号統計における局所的変動は、これまでは、より大きな次元のベクトル量子化
器、例えば、考慮される系列の全体長と同じ程度の大きさの次元を備えた量子化器を用い
て、暗黙的（間接的）にハンドリングされてきた。したがって、高次元量子化器における
符号語は、系列内に存在する幾つかの局所的な平均変動を反映することもあり、しないこ
ともあるが、これらの変動は明示的に考慮されていない。より大きな次元のベクトル量子
化器を使用するための多くの手法が存在する。最も基本的なものは、符号帳が高次元ベク
トルからなる量子化器を生成する直接的な（強引な）手法である。これは、最も複雑な手
法であるが、レートと歪みのトレードオフの点において最良の性能を備えたものである。
【００１３】
　[0013]また、あまり複雑ではない幾つかの別の手法もあり、それらを用いて、直接的な
高次元量子化器手法を近似することができる。一つの手法は、信号を更にモデル化し（例
えば、仮定確率周辺密度関数を用いて）、そして、パラメータ化高次元量子化器を用いて
、量子化を実行することである。パラメータ化量子化器は、記憶された符号帳を必ずしも
必要としない。何故ならば、パラメータ化量子化器は、慣用の（トリビアルな）信号統計
（一様分布のような）を仮定するからである。パラメータ化の例は、格子構造である。こ
のような構造はまた、符号化中に容易に探索することを可能にする。また、構造化量子化
器として公知のその他の多くの技術が存在する。
【００１４】
　[0014]また、関心のあるターゲットベクトル内の変動をより直接的にハンドリングする
ための方法が存在する。ターゲットベクトルを検査し、そのベクトルがどのように符号化
されるべきかに関する基準を生成するのに使用される多くの方法が存在する。例えば、Ｍ
ＰＥＧ型符号化器は、ＭＤＣＴ係数のベクトルを取り出し、入力信号を解析し、ＭＤＣＴ
係数の様々なグループに対する忠実度基準を生成する。一般的には、係数のグループは、
時間及び周波数におけるあるサポート領域内に存在する。変換予測符号化器及び基本変換
符号化器のような符号化器は、与えられたサブバンドにおける信号エネルギーの情報を使
用し、そのバンドに対するビット割り当てを推論する。
【００１５】
　[0015]実際に、基準の生成は、信号に適応させる殆どの音声及びオーディオ符号化方式
の基礎となるものである。基準の生成は、冗長性除去及び無関係性除去を扱う符号化アル
ゴリズムの初期ステージの役割である。これらステージは、パラメータのターゲット系列
「ｘ」ごとの忠実度基準を生成する。単一のターゲット「ｘ」が、符号化器における単一
のサブバンド又はスケールファクタバンドを表現することができる。一般的には、多くの
そのような「ｘ」が、音声又はオーディオの所与のフレーム内に存在し、それぞれの「ｘ
」は、それ自体の忠実度基準を有する。これらの忠実度基準自体は、初期方式によって留
意される大まかな統計的変動と無関係性の変動との関数とすることができる。
【００１６】
　[0016]正規化されたベクトルの系列内の統計的な変動は、可変長量子化、例えば、ハフ
マン符号を使用することによって、活用することができる。量子化中にそれぞれのターゲ
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ットベクトルに割り当てられた符号語は、可変長符号によって表現される。使用される符
号は、あまり頻繁に使用されない符号語の場合、より長くなる傾向があり、より頻繁に使
用される符号語の場合には、より短くなる傾向がある。本質的には、「典型的」な符号語
はより効率的に表現され、「非典型的」な符号語はあまり効率的に表現されないこととな
り得る。平均すれば、符号語を記述するのに使用されるビット数は、固定長符号（一定数
のビット）を使用して符号語インデックスを表現する場合よりも少ない。
【００１７】
　[0017]最後に、最近の研究においては、変数の系列内に存在する値だけを、当該変数が
発生する順序（位置）に関する情報無しに指定することと、値に関する情報無しに順序だ
けを指示することとをバランスさせることに関して論議されている。より最近の研究にお
いてはまた、順序に関する「部分情報」だけを指定する発想が示唆されている。この研究
は、変数の順序又は値の何れかが重要ではないことを証明できれば、何れかの種類の情報
を無視することによって利益を得ることができることを示している。音声及びオーディオ
符号化器に関する研究においては、異なる値が異なるレベルの重要性を有するが、順序及
び値の双方が重要である。このことは、参照した研究においては考察されていない。より
詳細には、Ｌ．Ｖａｒｓｈｎｅｙ　ａｎｄ　Ｖ．Ｋ．Ｇｏｙａｌ，“Ｏｒｄｅｒｅｄ　ａ
ｎｄ　Ｄｉｓｏｒｄｅｒｅｄ　Ｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｄｉｎｇ”，Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ，Ｆｅｂ　６－
１０，２００６、及び、Ｌ．Ｖａｒｓｈｎｅｙ　ａｎｄ　Ｖ．Ｋ．Ｇｏｙａｌ，“Ｔｏｗ
ａｒｄ　ａ　Ｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｔｈｅｏｒｙ　ｆｏｒ　Ｓｅｔｓ”，Ｄａｔ
ａ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，Ｍａｒｃｈ　２００５を参照され
たい。
【発明の概要】
【００１８】
　[0018]非典型的な部分系列に関する部分情報を用いてパラメータを量子化するための方
法及び装置を本明細書に開示する。一実施形態においては、本方法は、ターゲットベクト
ル内に存在する第１の複数の部分系列を、幾つかの選択されたグループに部分的に分類す
るステップと、分類から得られた情報に基づいて、第１の複数の部分系列の各部分系列に
ついて、洗練した忠実度基準を生成するステップと、ターゲットベクトルを第２の複数の
部分系列に分割するステップと、第２の複数の部分系列を符号化するステップであって、
洗練した忠実度基準を与えて第２の複数の部分系列を量子化することを含む該ステップと
、を含む。別の実施形態においては、第１の複数の部分系列の数と第２の複数の部分系列
の数は、同一であってもよい。
【００１９】
　[0019]本発明は、以下に提供する詳細な説明及び添付の本発明の様々な実施形態の図面
からより完全に理解されるであろう。しかしながら、これら実施形態は、本発明を特定の
実施形態に限定するものとみなされるべきではなく、単に説明及び理解のためものである
。
【本発明の詳細な説明】
【００２０】
　[0029]正規化された（統計的に等価な）パラメータの量子化の性能を改善するための技
術を、説明する。一実施形態においては、量子化は、限られた量子化器の次元の実用的な
制約下において実行され、低いビットレートで動作する。また、本明細書で説明する技術
は、知覚的考察及び無関係性除去を利用することを本質的に可能にする特性を有する。
【００２１】
　[0030]一実施形態においては、従来の統計的な冗長性除去技術からはもはや利益を得る
ことのできないパラメータの系列が、より小さな断片（部分系列）に分割される。これら
の部分系列の一つの部分集合又は幾つかの部分集合が、統計的な変動を含むものとしてタ
グを付けられる。この変動を、本明細書では、「非典型的」な挙動と呼び、そのようなタ
グを付けられた系列を、「非典型的」な系列と呼ぶ。すなわち、仮定される統計的構造が
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存在しないパラメータのベクトルから、部分的な（不完全な）情報が、当該ベクトル内に
含まれるパラメータの部分系列間にまさに存在する実際の（一般的には、ランダムな）変
動に関して、生成される。使用される情報は、部分的なものである。何故ならば、当該情
報は統計的な変動を完全に指定するものではないからである。完全な指定は、部分情報だ
けを送信すればよい場合よりも余分な副情報を必要とするので、効率的ではない。また、
オプションとして、一つの種類又は幾つかの種類の変動が、部分集合ごとに示されてもよ
い（場合によっては、また多くの場合、不明確に）。
【００２２】
　[0031]部分情報を、符号化器及び復号器の双方によって使用して、パラメータの系列全
体のそれらによるハンドリングを変更する。したがって、復号器及び符号化器は、どの系
列が「非典型的」なものであるかに関する完全な知識、即ち、変動の種類に関する完全な
情報を必要としない。そのために、部分情報は、ビットストリーム内に符号化され、そし
て、完全な情報が符号化され送信される場合よりも小さなオーバーヘッドで復号器に送信
される。この情報を指定する方法、また、この情報に基づいて符号化器の振る舞いを変更
する方法に関する幾つかの手法を、以下に説明する。
【００２３】
　[0032]一実施形態においては、この新しい方法は、ターゲットベクトル、この場合には
、従来技術において上述した唯一の種類の「ｘ」を取り入れ、更に、この「ｘ」を複数の
部分系列に分割し、そして、各部分系列についての洗練した忠実度基準を生成する。一実
施形態においては、忠実度基準は、部分系列に対するビット配分として実施される。一実
施形態においては、部分系列間のビット配分は、部分情報に応じて生成される。更に、オ
プションとして、これらオペレーションは、部分情報の下で、更にまた、その部分情報に
よってカバーされない残りの不確定性の範囲内で、ビット配分における意図的なパターン
を生成して、知覚的な性能を改善する。
【００２４】
　[0033]一実施形態においては、手順は、ゼロビット配分を効率的に受信するベクトル内
の領域（部分系列）の数を増加させる。この実施形態は更に、雑音充填を使用して、ゼロ
ビット配分を受信する領域用に利用可能な信号を生成することによって、この手法を活用
することができる。この共同手順は、極めて低いビットレートに効果的である。更に、雑
音充填自体は、厳密なパターンに基づいて適応してもよく、又は、量子化プロセス中に適
応してもよい。例えば、雑音充填のエネルギーが適応されてもよい。オペレーションはま
た、ビット割り当て及び雑音充填を用いてターゲット全体を量子化（符号化）及び逆量子
化（復号）して、パラメータのベクトルを符号化したものを生成することを含む
【００２５】
　[0034]本明細書で説明する技術に関連する幾つかの相違点と利点が存在する。まず第１
に、本明細書で説明する技術は、部分系列間にわたって如何なる予測可能な又は構造化さ
れた統計的な変動にも依存しない。この技術は、系列の成分が独立且つ同一分布の統計的
な発生源から発生する場合でさえも、機能する。第２にこの技術は、全ての部分系列に関
する情報又は任意の何れかの部分系列に関する完全な情報を提供しなくてもよい。一実施
形態においては、非典型的な部分系列の存在及び特徴に関して、部分的な、また、場合に
よっては不正確な情報だけが提供される。これは、そのような情報のために送信される情
の報量を減少させるので、有益である。情報が部分的なものであるということは、情報に
よって指定されていない不確定性の範囲内において、既知の又は想定し得る知覚的利点を
有する置換（量子化オプション）を選択することができることを意味する。何らかの部分
情報がなければ、不確定性が大きすぎて置換を生成又は識別することができず、また完全
な情報があれば、不確定性は存在しない。
【００２６】
　[0035]一実施形態においては、初期ステージによって提供される情報が使用される。よ
り詳細には、本質的に、洗練した基準を生成する場合には、元々の基準が存在していなけ
ればならない。また、信号構造は正規化されていると仮定される。これらの仮定の下に、
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部分情報を効率的に使用して、残りのより細かな判定をなすことができる。
【００２７】
　[0036]一実施形態においては、部分情報は、単純に数字シンボル「Ｖ」へと符号化され
る。元々の基準「Ｃ」及び「Ｖ」は共に、洗練した基準を直接に生成する。洗練された基
準は、「Ｃ」に共に準拠する多数の下位基準のパターンからなってもよい。
【００２８】
　[0037]本明細書で説明する技術は、低いビットレートで使用される場合に、雑音充填と
パターン化されたビット配分とを組み合わせた使用との自然なリンクを有する。雑音充填
とのリンクは、本方法が量子化資源（ゼロビットを効率的に配分する）を「ｘ」の幾つか
の下位領域から除去することができるという事実によるものである。したがって、資源の
不均等な分布が存在し、ある領域における資源はゼロになることがある。即ち、ある領域
における値は、重要ではなく、したがって、ビット配分量子化の観点からは、ゼロに設定
されてもよい。しかしながら、知覚的には、完全なゼロよりもむしろ非ゼロ（多くの場合
、ランダムな）値を配分したほうがよい。パターン化されたビット配分については以下に
説明するが、情報の不確定性の範囲内における自由度の結果である。
【００２９】
　[0038]一実施形態においては、部分系列は幾つかのグループ内に配置され、各グループ
は、関心のある変動のある種の分類を表す。グループ内における部分系列のメンバーシッ
プは、その部分系列がこの留意された変動を有する可能性が高い（必ずしも有するとは限
らない）ことを意味する。この実施形態は、完全なメンバーシップ情報と不正確なメンバ
ーシップ情報とのバランスをとることを可能にする。不正確なメンバーシップ情報は、単
に、所与の種類の情報（分類）がより可能性が高いことを伝達する。例えば、部分系列「
ｋ」は、グループ「ｊ」へのメンバーシップを割り当てられてもよい。何故ならば、それ
は、部分系列「ｋ」を別のグループに割り当てるよりも少ない情報でよいからである。し
たがって、変動に関する部分情報の一つの形態は、グループ内における不正確な又は部分
的なメンバーシップである。
【００３０】
　[0039]別の実施形態においては、使用されるグループのうちの一つは、分類がそのグル
ープのメンバーに関して伝達されることはなく、その他のグループのメンバーからではな
い暗黙的な情報だけが伝達されることを示す。この場合にも、これは部分情報の例である
。
【００３１】
　[0040]別の実施形態においては、情報の種類は適応してもよく、すなわち、グループの
数及び定義を複数の可能性から選択することができる。ある「ｘ」用に選択された可能性
は、シンボル「Ｖ」に符号化された情報の一部分として示される。例えば、四つの可能な
定義が存在する場合、「Ｖ」内における情報の２ビットは、どの定義が使用されているか
を指示する。
【００３２】
　[0041]以下の説明においては、本発明をより完全に説明するために、多くの詳細を説明
する。しかしながら、本発明がこれらの特定の詳細が無くとも実施され得ることは、当業
者には明らかである。別の例では、周知の構造及び装置は、本発明を不明瞭なものにしな
いように、詳細にではなく、ブロック図の形で示す。
【００３３】
　[0042]以下の詳細な説明の幾つかの部分は、コンピュータメモリ内に存在するデータビ
ットに対する操作のアルゴリズム及び記号的表現で説明する。これらのアルゴリズム的な
説明及び表現は、データ処理技術分野の当業者によって使用されている手段であり、当該
分野の当業者の研究の内容を他の当業者に最も効率的に伝達するためのものである。アル
ゴリズムは、本明細書では、また一般的には、所望の結果をもたらす自己矛盾のないステ
ップのシーケンスであると考えられる。ステップは、物理量を物理的に操作することを必
要とするものである。必ずしもそうとは限らないが、通常は、これらの量は、記憶され、
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転送され、組み合わせられ、比較され、さもなければ、操作されることの可能な電気的又
は磁気的な信号の形態を有する。一般的に使用されるという理由から、これらの信号をビ
ット、値、エレメント、シンボル、文字、項、数値等として参照することは、場合によっ
ては便利であることが証明されている。
【００３４】
　[0043]しかしながら、これらの用語及び類似する用語の全ては、適切な物理量に関連す
ること、これらの量に適用される単なる便利なラベルであることを認識すべきである。特
段の説明がない限り、以下の説明から明らかなように、本説明全体を通して、「処理」、
「算出」、「計算」、「判定」、又は「表示」等の用語を用いた説明は、コンピュータシ
ステム又は類似の電子計算デバイスの動作及び処理を指すことを理解されたい。コンピュ
ータシステム又は類似の電子計算デバイスとは、コンピュータシステのレジスタ及びメモ
リにおいて物理的（電子的）な量として表現されたデータを、コンピュータシステムのメ
モリ、レジスタ、又は、その他のそのような情報記憶装置、若しくは、送信デバイス、又
は、表示デバイス内の物理量として同様に表現されるその他のデータへと、操作し変換す
るものである。
【００３５】
　[0044]また本発明は、本明細書で説明するオペレーションを実行するための装置に関す
る。この装置は要求された目的のために特別に構成されてもよく、或いは、コンピュータ
に記憶されたコンピュータプログラムによって選択的に作動又は再構成される汎用コンピ
ュータであってもよい。そのようなコンピュータプログラムは、限定するものではないが
、フロッピーディスク、光ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、及び、光磁気ディスク、リードオン
リーメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ
、磁気カード又は光カード、又は、電子的な命令を記憶するのに適した任意の種類の媒体
を含む任意の種類のディスクのようなコンピュータ可読記憶媒体に記憶されてもよく、そ
れら媒体の各々は、コンピュータシステムバスに結合される。
【００３６】
　[0045]本明細書で説明するアルゴリズム及び表示は、本質的に如何なる特定のコンピュ
ータ又はその他の装置に関するものではない。様々な汎用システムが本明細書で説明する
技術によるプログラムとともに使用されてもよく、或いは、必要とされる方法ステップを
実行するためにより特化された装置を構成することが都合のよいこともある。様々なこれ
らシステムに必要とされる構造が、以下の説明から明らかとなる。また、本発明は、何ら
かの特定のプログラミング言語を参照して説明されることはない。様々なプログラミング
言語が本明細書で説明する本発明の教示を実施するのに使用されてもよいことが理解され
よう。
【００３７】
　[0046]機械可読媒体は、機械（例えば、コンピュータ）によって読むことができるよう
な形で情報を記憶又は送信するための任意の機構を含む。例えば機械可読媒体は、リード
オンリーメモリ（「ＲＯＭ」）、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）、磁気ディスク
記憶媒体、光記憶媒体、フラッシュメモリ装置、電気的な、光学的な、音響学的な、又は
、その他の形態の伝搬信号（例えば、搬送波、赤外線信号、デジタル信号、等）、等を含
む。
【００３８】
（概要）
　[0047]パラメータの系列内においては、統計的に独立しており同一であるパラメータで
あっても、より細かい変動が局所的統計においては存在することがある。このことは、理
論的な（解析的な）系列、例えば、独立同一分布するガウスランダム変数又はラプラスラ
ンダム変数についても当てはまる。実際に、関心のある多くの実数パラメータの統計、例
えば、多くの音声及びオーディオ符号化器の正規化された変形離散コサイン変換（ＭＤＣ
Ｔ）係数（統計的に独立し且つ同一であることに極めて近いものでさえも）は、多くの場
合に、局所的なパラメータ統計では大きな変動をもたらす。重要なことには、これらの変
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動は、低い次元において測定され／観察される場合に、例えば、単一パラメータの局所的
エネルギー、又は、２、３、５、等の連続的パラメータの部分系列の局所的エネルギーを
考察する場合に、より極端となる傾向を有する。更に、これら変動が有する量子化性能へ
の影響は、多くの場合、低いビットレートにおいて、より顕著である。
【００３９】
　[0048]これら変動は、独立同一分布（ｉ．ｉ．ｄ．）のパラメータの理論的な系列を考
察する場合、すなわち、統計的な冗長性が存在しない場合でさえも存在するが、これらの
変動が表す細かく且つランダムな細部を仮定して、全てのそれらの局所的変動を除去又は
符号化することを試みることは、効率的なことではない。実際に、高いビットレートにお
いては、これらの変動は、パラメータがｉ．ｉ．ｄ．であれば、完全に無視されるはずで
ある。これは、このようなｉ．ｉ．ｄ．の場合、一般的な符号化手法は、そのような変動
を無視し、より高い次元の量子化器を使用する技術によって、それらを間接的にのみ活用
するからである。したがって、そのような変動は、従来の符号化器設計における冗長性及
び無関係性除去ステップの対象ではなく、これらの設計において使用される低い次元の量
子化器において観察する場合には、通常、考慮されない。それらは、低いビットレートが
含まれる場合に重要なものとなる。
【００４０】
　[0049]しかしながら、この新しい方法における主たる知見は、これら局所的な変動の全
てについて完全な情報を除去し、符号化し、或いは、提供しなくてもよいことである。む
しろ、これらの局所的な変動に関する部分情報をも符号化する場合には、その情報を、よ
り良好な全体的な目的たる量子化、及び知覚的（主観的）性能を得るために、符号化器及
び復号器によって活用することができる。何故ならば、部分情報は、より完全な情報より
も情報オーバーヘッドを必要としないからであり、また一般的には、一部の変動だけが効
果的に使用され得るからである。有益な変動は、平均的な信号統計と比較して十分に「非
典型的」な変動である。部分情報の例は、限定するものではないが、グループ内に存在す
る変動の幾つかを指示すること、変動のおおよその位置又は程度を不正確に指示すること
、変動を大まかに分類すること、等を含む。低いビットレートにおいては、そのような変
動は、性能に対して大きな影響を与えることがある。
【００４１】
　[0050]これらの変動の存在、おおよその位置、及び種類を知ることによって、符号化器
及び復号器は、それらの符号化ストラテジーを調節し、客観的性能を改善し、例えば、期
待される平均二乗誤差を改善し、量子化の知覚的な効果を利用する。一般的には、期待さ
れる挙動からの変動は、そのような変動をもつ部分系列が、優先的取り扱いか、又は非優
先的（不利益でさえもある）取り扱いを受けることを示すことができる。取り扱いにおけ
るこの差異は、グループターゲットベクトル（例えば、そのようなｉ．ｉ．ｄ．ベクトル
のグループ）間におけるビット割り当ての非慣用のパターンを生成することによってなさ
れてもよい。ビット割り当ては、ターゲットベクトル（部分系列）がどれだけ正確に表さ
れるべきかを示す。慣用のパターンは、単に、ビットを全てのターゲットベクトルに均等
に配分することである。非慣用の（すなわち、均等でない）パターンは、客観的性能、例
えば、平均二乗誤差を増大させ、知覚に関連するパターン、及び雑音充填を効率的に使用
することを可能にする。
【００４２】
　[0051]したがって、一実施形態においては、基礎をなす基本的な方法は、この部分情報
、即ち、何らかの統計的な構造に必ずしも基づくとは限らない情報を生成すること、その
部分情報を使用してビット配分の非慣用のパターンを生成すること、及び、雑音充填技術
及び知覚的マスキング技術とともに、パターンを効率的且つ意図的に使用することである
。
【００４３】
　[0052]図１は、量子化（符号化）プロセスの一実施形態のフローチャートである。この
プロセスは、符号化器における処理ロジックによって実行される。このプロセスは、ハー
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ドウェア（回路、専用ロジック、等）、ソフトウェア（汎用コンピュータシステム又は専
用マシン上で実行されるような）、又は、それらの双方を組み合わせたものを備え得る処
理ロジックによって実行される。
【００４４】
　[0053]以下、図１を参照する。プロセスは、符号化されるべきターゲットベクトル「ｘ
」１２０、及び、ターゲットグローバル忠実度基準「Ｂ」１２１を入力することによって
開始する。グローバル基準は、単に、全てのベクトルに適用されるべき基準（又は、ビッ
トにおける資源）である。ターゲット基準及びグローバル基準の双方は、冗長性及び無関
係性除去の初期符号化ステージにおいて生成されるものと仮定される。ターゲットベクト
ル「ｘ」１２０は、「Ｍ」個のシンボルの系列からなる。ターゲットグローバル忠実度「
Ｂ」１２１は、復号器に既知となっており、予め決定され、及び／又は、初期符号化ステ
ージからビットストリームとして送信された情報（ビット）によって指定される。
【００４５】
　[0054]処理ロジックは、最初に、ターゲットベクトルをインターリーブする（処理ブロ
ック１０１）。これは、オプションである。一実施形態においては、インターリーブは、
インターリーブ機能によってなされる。このような場合には、この機能（ビットの系列と
して表現される）を指示する情報「Ｉ」が、ビットストリーム内にパッキングされ、復号
器に送信される。インターリーブ機能「Ｉ」が、復号器において、不変の又は既知の知識
（apriori）であれば、例えば上述した「Ｂ」において仮定されたように、情報は、復号
器に送信されなくてもよいことに注意されたい。インターリーブは多くの利点を有し、そ
の一つは、量子化のブロッキング（局所的領域）効果をランダム化する能力があることで
ある。
【００４６】
　[0055]次いで、処理ロジックは、分類のために、ターゲットベクトル１２０を幾つかの
（１よりも大きい）部分系列のシンボルに分割する（処理ブロック１０２）。一実施形態
においては、この分割（本明細書では、「分割１」と呼ばれる）は、少なくとも部分的に
、忠実度基準「Ｂ」の関数である。例えば、部分系列の長さ及び部分系列の数を、「Ｂ」
の関数とすることができる。一実施形態においては、分割は、少なくとも部分的に、ター
ゲット１２０の次元「Ｍ」の関数である。更に別の実施形態においては、分割は、以前の
符号化ステージから得られるその他の任意の副情報の関数である。分割は、それらのうち
何れかの関数でなくてもよいことに注意されたい。それにもかかわらず、復号器は関連す
る全ての情報を知っているものと仮定され、したがって、分割１の分解に関する情報を再
生成することができる。分割１はまた、別の分割の関数でもあり得ることに注意されたい
。この別の関数は、本明細書では「分割２」と呼び、この「分割２」は、以下に説明する
が、部分系列を量子化（符号化）するときに使用されるものである。
【００４７】
　[0056]処理ロジックは、これら部分系列を分析し、何れかの部分系列が関心のある挙動
における変動を示し、及び／又は含むか否かを判定する（処理ブロック１０３）。そのよ
うな「非典型的」な部分系列、即ち「非典型的」な変動をもつ部分系列が注目され、それ
らの幾つかのインデックスが、復号器に送信される部分情報に含めるために選択される。
関心のある挙動を有していない部分系列が、そのような分類のために、選択されてもよい
ことに注意されたい。これは、そのような不正確な（部分的な）分類が正確な分類よりも
実際に効率的なものであれば、なされてもよい。例えば、固定の予め選択された数の部分
系列、例えば、「ｕ」個の部分系列を、総数「ｖ」の部分系列からアルゴリズムに指示さ
せることは、１、２，．．．，又は、ｕ個のそのような部分系列を柔軟に選択可能とする
よりも、必要な情報を少なくできる。
【００４８】
　[0057]処理ロジックは、「非典型的」な部分系列のインデックス、及び、場合によって
は、それらが表現する変動の種類に関する情報をパラメータ「Ｖ」内に符号化する（処理
ブロック１０４）。このパラメータは、ビットストリーム内にパッキングされるビットの
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系列によって表現される。上述した一実施形態においては、このパラメータは、異なるグ
ループ内の部分系列のメンバーシップを定義する。全ての部分系列が、グループに割り当
てられるとは限らない。グループ内に存在する部分系列が、実際に、同じ「非典型的」な
変動をもつか、又は有するとは限らない。グループ内におけるメンバーシップは、これら
の部分系列を、あたかもそれらがそのような変動を有するように取り扱うことができるこ
とを示すだけである。例えば、より多くの部分系列に優先的取り扱いを与えることは、ど
の部分系列が優先的取り扱いであるかを指示し限定する資源を浪費することよりも効率的
なこともある。
【００４９】
　[0058]ターゲットベクトル１２０を符号化するために、処理ロジックはまた、ターゲッ
トを部分系列ｙ（１），．．．，ｙ（ｎ）に分割する（処理ブロック１０６）。この分割
（本明細書では、「分割２」と呼ばれる）は、ターゲットベクトル１２０内における変動
を分析するときに使用される分割（分割１）と同じものでなくてもよい。分割１の場合と
同様に、一実施形態においては、分割２は、「Ｂ」及び「Ｍ」の関数であり、或いは、以
前の符号化ステージから送信されたその他の任意の副情報の関数である。一実施形態にお
いては、分割２は、「Ｖ」の関数である。説明を簡単にするために、これらの部分系列は
「ｐ」個のシンボルのそれぞれであると仮定される。この分割が可変であれば、或いは、
その他の何れかのパラメータの関数が、復号におけるこのステージにおいて復号器に存在
しなければ、更なる情報が、この分割を完全に記述するために、幾つかのビットの形態で
、復号器に送信されなければならない。
【００５０】
　[0059]処理ロジックは、忠実度ターゲット「Ｂ」、及び、「Ｖ」によって表現される部
分情報パラメータを使用して、分割２におけるターゲット部分系列に対する洗練された忠
実度基準ｆ（１），．．．，ｆ（ｎ）を生成する（処理ブロック１０５）。ここでｆ（ｋ
）は、ターゲットｙ（ｋ）に適用される。
【００５１】
　[0060]知覚的な改善を、以下に説明するように、更なる洗練化（配分に対する置換）に
よって、忠実度基準ｆ（１），．．．，ｆ（ｎ）において暗黙的に表すことができる。
【００５２】
　[0061]オプションとして、処理ロジックは、基準を更に洗練するために新しい情報が存
在するか否かを検査し（処理ブロック１０８）、もし存在すれば、量子化プロセスが進む
につれて得られる量子化情報（処理ブロック１１５に送信される情報の一部として）が、
実際に基準を洗練することができるか否かを判定する（処理ブロック１０９）。もしでき
るならば、処理ブロックは、情報を処理ブロック１０５に送信する。このオプションの反
復ステップは、場合によって、性能を改善することができる。処理ブロック１０８及び１
０９を含む一実施形態においては、ｙ（ｋ）の量子化されたバージョンを直接使用して、
特徴ｙ（ｋ）に対する量子化を変更してもよい。復号器における逆オペレーションでは、
ｙ（ｋ）の量子化されたバージョンは、符号化におけるように同じ順序で再生され、した
がって、プロセスを、復号器において正確に繰り返すことができることに注意されたい。
一つの適応は単に、与えられた時刻において既知である量子化されたｙ（ｋ）を使用して
、元々のｙ（ｋ）の実際のエネルギーを推定することである。これは、場合によっては、
残りのｙ（ｋ）のエネルギーに関する情報を提供し、したがって、この情報を使用して、
量子化技術を適応することができる。多くの場合に、ベクトル「ｘ」全体は、初期の符号
化ステップからの元々の統計的正規化プロセスによって、与えられた総期待エネルギーを
有する。これは、そのような推定を可能にする。別の実施形態においては、過去のｙ（ｋ
）の推定されたエネルギーは、将来のｙ（ｋ）の潜在的な知覚的意義又は知覚的冗長性を
指示してもよい。
【００５３】
　[0062]処理ロジックは、分割２において（忠実度基準ｆ（１），．．．，ｆ（ｎ）又は
それの何らかの知覚的洗練化に基づいて、何らかの好ましい量子化方法、例えば、従来の
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スカラー又はベクトル量子化技術を用いて）、部分系列ｙ（１），．．．，ｙ（ｎ）を量
子化する（処理ブロック１０７）。従来の技術は、部分系列「ｙ（ｋ）」を符号帳内のイ
ンデックスにマッピングする。符号帳の設計、例えば、符号帳内に存在するエントリー及
びそれのメンバーの数は、ｆ（ｋ）の関数である。インデックスは、部分系列「ｙ（ｋ）
」の近似バージョンを表現するのに使用されるべき符号帳内の固有のエントリーを指示す
る。
【００５４】
　[0063]処理ロジックは、量子化インデックスを既知の順序でパラメータ「Ｑ」の中にパ
ッキングする。このパラメータは、単に、全てのインデックスの集合であってもよく、或
いは、インデックスの集合から別のパラメータ値への任意の一対一の固有のマッピングで
あってもよく（処理ブロック１１５）、ビットストリームの一部として情報を復号器にビ
ットの系列として送信する（処理ブロック１１０）。
【００５５】
　[0064]図２は、逆量子化プロセスの一実施形態のフローチャートである。このプロセス
は、復号器における処理ロジックによって実行される。プロセスは、ハードウェア（回路
、専用ロジック、等）、ソフトウェア（汎用コンピュータシステム又は専用マシン上で実
行されるような）、又は、それらの双方を組み合わせたものを備え得る処理ロジックによ
って実行される。この方式は、知覚的な改善を有していないことに注意されたい。
【００５６】
　[0065]以下、図２を参照する。復号器における処理ロジックは、符号化器から送信され
たビットストリームを受信する（処理ブロック２０１）。処理ロジックは、初期符号化ス
テージから必要とされ得るパラメータ、例えば、「Ｂ」及び「Ｍ」（或いは、「Ｂ」及び
「Ｍ」でなくてもよい）を受信してもよい。
【００５７】
　[0066]処理ロジックは、ビットストリームからパラメータ「Ｖ」を抽出し、このパラメ
ータ（また、場合によっては、初期復号ステージからの「Ｂ」に類似するその他のもの）
を使用して、符号化器で使用された忠実度基準ｆ（１），．．．，ｆ（ｎ）（例えば、ビ
ット割り当て）を生成する（処理ブロック２０４）。
【００５８】
　[0067]ｆ（１），．．．，ｆ（ｎ）を用いて、処理ロジックは、「Ｑ」を取り出し、そ
して、ビットストリームから量子化インデックスを抽出及び再生することができる（処理
ブロック２０２）。
【００５９】
　[0068]処理ロジックは、この忠実度基準を、処理ブロック２０２においてビットストリ
ームから推定されたパラメータ「Ｑ」と共に使用して、ターゲット（部分系列）ｙ（１）
，．．．，ｙ（ｎ）の量子化されたバージョンｗ（１），．．．，ｗ（ｎ）を再生する（
処理ブロック２０３）。これは、上述したように、全ての量子化インデックスを再生する
ことによってなされる。すなわち、処理ロジックは、洗練された忠実度基準及び量子化情
報を前提として、既知の順序で部分系列を逆量子化する（再生されたインデックスを仮定
して、必要な符号帳エントリーを抽出する）。
【００６０】
　[0069]一実施形態においては、処理ロジックは、推定された量子化情報を使用して、忠
実度基準を更に洗練するための新しい情報が存在するか否かを検査する（処理ブロック２
２０）。もし存在すれば、処理ロジックは、その情報が忠実度基準を更に洗練することが
できるか否かを検査する（処理ブロック２１１）。これを実行するための反復手順は、上
の段落[0060]に説明されている。もし洗練することができれば、処理ブロックは、量子化
情報を処理ブロック２０４に送信し、処理ブロック２０４が、忠実度基準（例えば、ビッ
ト割り当て）を洗練し、将来の量子化インデックスの抽出をしかるべく変更する。
【００６１】
　[0070]符号化器及び復号器の双方（また場合によっては、その他のパラメータの関数）
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において既知であるものと仮定して、分割２を使用し、処理ロジックは、ｗ（１），．．
．，ｗ（ｎ）を長さ「Ｍ」の復号されたベクトルへと組み立てる（処理ブロック２０５）
。
【００６２】
　[0071]処理ロジックは、オプションとして、必要であれば（インターリーブが符号化器
によってなされていれば）、この復号されたベクトルをデインターリーブし、これによっ
て、逆量子化されたベクトル「ｗ」を生成し、このベクトル「ｗ」を、ターゲット「ｘ」
の「Ｍ」次元の量子化されたバージョンとする（処理ブロック２０６）。
【００６３】
（本発明の別の実施形態）
　[0072]本明細書で説明する教示の応用には、この部分情報の生成及び使用に関する多く
の実現可能なオプションが存在する。図３は、部分情報を使用する符号化プロセスの一実
施形態のフローチャートを示している。このプロセスは、符号化器における処理ロジック
によって実行される。処理ロジックは、ハードウェア（回路、専用ロジック、等）、ソフ
トウェア（汎用コンピュータシステム又は専用マシン上で実行されるような）、又は、そ
れらの双方を組み合わせたものを備えてもよい。
【００６４】
　[0073]以下、図３を参照する。プロセスは、処理ロジックが次元「Ｍ」のターゲットベ
クトル３０２をオプションとしてインターリーブすることによって開始する（処理ブロッ
ク３１１）。インターリーブは、インターリーブ機能（Ｉ）３０３に基づいてなされる。
インターリーブ機能（Ｉ）３０３は、ビットによって表現される。すなわち、「Ｉ」は、
インターリーブ機能を完全に記述するのに必要なビットを表現する（これは０であること
もある）。
【００６５】
　[0074]一実施形態においては、インターリーブ機能は使用されず、忠実度基準「Ｂ」が
、ターゲットｘを符号化するのに使用されるべきビット数を指示する。「Ｂ」は「Ｂ」個
のビットがターゲットベクトル３０２を符号化するのに使用されることを示すことと等価
であることを、一般性の損失を伴うことなく仮定することができる。
【００６６】
　[0075]ターゲット「ｘ」は、「Ｍ」個のシンボルからなる。一実施形態においては、そ
れぞれのシンボル自体が、ベクトルを表現する。最も単純な場合、一つのシンボルは、実
数又は複素数値スカラー（数値）である。
【００６７】
　[0076]オプションとしてインターリーブした後、処理ロジックは、分割１を実行する。
そのために、処理ロジックは、ベクトル３０２を部分系列に分解し（処理ブロック３１２
）、変動を検出及び分類し（処理ブロック３１３）、そして、次元「Ｍ」に関する情報に
応じて、変動に関する部分情報を符号化する（処理ブロック３１４）。符号化の結果の一
出力は、部分情報を完全に記述するのに必要なビットである。これは、図３において、Ｖ
として表現されている。
【００６８】
　[0077]一実施形態においては、分割１における部分系列は、重複するものではなく、そ
れぞれが「ｍ」個のシンボルからなる連続的な部分系列として単純に画成される。一実施
形態においては、値「ｍ」は、「Ｂ」及び「Ｍ」の関数である。したがって、ｑ＝Ｍ／ｍ
（ｑは整数と仮定する）個のそのような部分系列が分割１において存在する。本明細書で
の目的のために、これらの部分系列は、ｘ（１），．．．，ｘ（ｑ）と呼ばれる。別の実
施形態においては、分割１における部分系列は、重複してもよい。
【００６９】
　[0078]処理ロジックは、次元Ｍを指示する入力情報に基づいて、部分情報及び変動を復
号する（処理ブロック３１５）。
【００７０】
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　[0079]処理ロジックは、「ｐ」次元の部分系列の各々についての新しい忠実度基準を、
ベクトルＢ３０１を符号化するためのターゲットグローバル忠実度基準、次元Ｍ、部分情
報ブロック３１５の復号からの変動の部分情報を復号した結果、及び、処理ブロック３２
０の出力を用いて、生成する。処理ブロック３２０において、処理ロジックは、分割２を
実行する。この分割２は、（インターリーブされた）ターゲットベクトル３０２を符号化
用の部分系列に分割するための方法を選択することを含む。一実施形態においては、分割
２は、分割１を洗練するものであり、「ｍ」個のシンボルのベクトルｘ（ｋ）の各々を、
それぞれの次元が「ｐ」である「ａ」個の部分系列に分割するものである。ここで、ａ＝
ｍ／ｐは整数であると仮定される。本明細書での目的のために、これらの分割２の部分系
列を、ｘ（ｋ，１），．．．，ｘ（Ｋ，ａ）と呼ぶ。したがって、総数がｎ＝ａ＊ｑ個の
「ｐ」次元の部分系列が、分割２において存在する。新しい忠実度基準を生成した結果は
、処理ブロック３３０に送信される。
【００７１】
　[0080]処理ブロック３２１において、処理ロジックは、処理ブロック３２０で選択され
た方法に基づいて、ベクトルを符号化用の部分系列に分解する。一実施形態においては、
符号化用の部分系列は、次元「ｐ」の部分系列である。部分系列を、ｙ（１），．．．，
ｙ（ｎ）と呼ぶ。
【００７２】
　[0081]処理ブロック３２１及び３１６の出力に応じて、処理ロジックは、部分系列を符
号化する（処理ブロック３３０）。符号化された部分系列は、各々、情報「Ｑ」を集合的
に備えるパラメータ（例えば、量子化インデックス）によって記述される。部分情報Ｖを
完全に記述するのに必要なビットを備えたこの「Ｑ」は、ビットレートの多重化及びパッ
キングロジック３４０に出力及び送信される。
【００７３】
　[0082]ビットレートの多重化及びパッキングロジック３４０は、インターリーブ機能「
Ｉ」を完全に記述するのに必要なビット、部分情報「Ｖ」を完全に記述するのに必要なビ
ット、及び、「Ｖ」（場合によっては、「Ｉ」）を仮定して解釈することができる量子化
を完全に記述するのに必要なビット「Ｑ」を受信する。それに応じて、ロジック３４０に
よって、ビットストリーム内に多重化され、パッキングされる。ビットレートの多重化及
びパッキングロジック３４０の出力は、ビットレートの多重化及びパッキングロジック３
４１に送信され、このビットレートの多重化及びパッキングロジック３４１が、その情報
を、初期ステージ３０４からのパラメータと共にビットストリーム３５０内に多重化して
パッキングする。
【００７４】
　[0083]図４は、復号プロセスの一実施形態のフローチャートである。プロセスは、復号
器における処理ロジックによって実行される。プロセスは、処理ロジックによって実行さ
れ、その処理ロジックは、ハードウェア（回路、専用ロジック、等）、ソフトウェア（汎
用コンピュータシステム又は専用マシン上で実行されるような）、又は、それらの双方を
組み合わせたものを備えてもよい。
【００７５】
　[0084]以下、図４を参照する。ビットストリーム４０１が、逆多重化及びアンパッキン
グロジック４１１によって受信され、この逆多重化及びアンパッキングロジック４１１が
、ビットストリーム４２０及び初期ステージのためのパラメータ（例えば、Ｍ及びＢ）を
生成する。ビットストリーム４２０は、逆多重化及びアンパッキングロジック４１２内に
入力され、この逆多重化及びアンパッキングロジック４１２が、ビットストリームの逆多
重化及びアンパッキングを実行して、Ｉ、Ｖ、及び、Ｑを生成する。ここで、Ｉは、イン
ターリーブ機能を完全に記述するのに必要なビットであり、Ｖは、部分情報を完全に記述
するのに必要なビットであり、Ｑは、Ｖを前提として量子化を完全に記述するのに必要な
ビットである。Ｖビットは、処理ブロック４０３に送信され、この処理ブロック４０３に
おいて、処理ロジックが、変動に関する部分情報を、ターゲットベクトルの次元を示す入
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力されたＭに応じて、復号する。復号の結果は、処理ブロック４０４で使用され、その処
理ブロック４０４において、処理ロジックは、「ｐ」次元の部分系列ごとに新しい忠実度
基準を、ターゲットグローバル忠実度基準Ｂ及びターゲットベクトルの次元Ｍに応じて、
生成する。一実施形態においては、新しい忠実度はまた、符号化用の部分系列にターゲッ
トベクトルを分割するのに使用される方法の選択に応じて、生成される。その方法は、処
理ブロック４０５によって指示される。ｆ（１），．．．，ｆ（ｎ）として示される新し
い忠実度基準は、処理ブロック４０６に送信される。
【００７６】
　[0085]処理ブロック４０６において、処理ロジックは、逆多重化及びアンパッキングロ
ジック４１２からの「Ｑ」で表現される情報を、部分系列のそれぞれに関連付けて、処理
ブロック４０４によって指示される忠実度基準に応じて、復号する。復号された部分系列
は、処理ブロック４０７に送信され、その処理ブロック４０７において、処理ロジックは
、取り出された部分系列を次元Ｍの復号された系列に組み立てる。処理ロジックは、処理
ブロック４０５によって指示されるように、ターゲットＸを部分系列に分割（インターリ
ーブ）するための方法に応じて、部分系列に組み立てる。
【００７７】
　[0086]その後に、処理ロジックは、任意の必要なデインターリーブを実行する（処理ブ
ロック４０８）。これは、逆多重化及びアンパッキングロジック４１２から出力されるＩ
によって指示されるインターリーブ機能に応じてなされる。処理ブロック４０８の出力は
、ターゲットＸの復号されたＭ次元のバージョンである。
【００７８】
（変動量）
　[0087]変動の量は、「ｍ」次元のベクトルｘ（１），．．．，ｘ（ｑ）ごとに計算され
る。その量は、知覚的基準及び使用される量子化方式に合致しなければならない。一実施
形態においては、量子化方式は、固定レートベクトル量子化器に基づくものであり、その
基準は、それぞれの部分系列のエネルギーである。
【００７９】
　[0088]処理ロジックは、この量に基づいて部分系列を分類するためのカテゴリーの離散
数「Ｄ」を決定する。それぞれのカテゴリーのメンバーは、ある意味において典型的な挙
動からずれたベクトルを表現する。一実施形態においては、一つのカテゴリーが使用され
、そのカテゴリーにおいて、量、例えば、エネルギーにおける最大変動を備えた部分系列
が注目される。この場合、カテゴリーは一つのメンバーを有する。別の実施形態において
は、二つのカテゴリーが使用され、第１のカテゴリーは、最も大きなエネルギーを備えた
「ｄ」個のベクトルであり、第２のカテゴリーは、最も小さなエネルギーを備えた「ｈ」
個のベクトルである。この場合、第１のグループは、「ｄ」個のメンバーを有し、第２の
グループは、「ｈ」個のメンバーを有する。
【００８０】
　[0089]使用されるカテゴリーは、多くの場合、考察している量の値、例えば、部分系列
のエネルギー値に関する正確な情報を提供しないことに注意されたい。実際に、カテゴリ
ーは、「ａ」＞１の場合のように、情報を分割２の精度で必ずしも提供するとは限らない
。必要なことは、変動が、一つ以上の部分系列を、考察している系列のグループ内に存在
する残りのものから区別することである。すなわち、カテゴリーは、小さな次元でそのよ
うなベクトルを表現する制限されたサンプリングを仮定して、その他の部分系列と比較し
た場合に、「非典型的」である部分系列のためのものである。上述した例は、実際に使用
されるカテゴリーを表現する。一実施形態においては、カテゴリーは、固定されたもので
ある。別の実施形態においては、カテゴリーは、初期符号化ステージからの情報、例えば
、「Ｂ」の関数であり、復号器及び符号化器によって知られていると仮定される。カテゴ
リー自体が変化すれ場合には、更なる副情報を使用して、情報を復号器に通知する。この
副情報は単純に、上述したような「Ｖ」の一部として、含めることができる。この方法を
使用する際には、カテゴリーを、主として、「Ｂ」、「Ｍ」、及び、「ｍ」の関数にすれ
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ば十分である。更なる副情報はまた、以下で説明するように、カテゴリー（及び、「ｍ」
）を指示するのに有益な場合があり、このことついては、幾つかの状況において有利なこ
とを示すことができる。
【００８１】
　[0090]それぞれのカテゴリー内に存在するメンバーシップは、符号化される。この符号
化を実行するために、最初に、分割１において、「ｑ」個のｍ次元の部分系列が元々存在
し、その中の幾つかだけが分類されることを思い出されたい。それぞれのカテゴリー内に
予め定められた定数ｄ（１），．．．，ｄ（Ｄ）のメンバーをもつ「Ｄ」個のカテゴリー
が存在すると仮定する。この分類を指示することは、わずか「Ｖ」ビットの情報しか必要
とせず、ここで、
　Ｖ＝ｌｏｇ２（ｐｒｏｄｕｃｔ（ｋ＝１，．．．，Ｄ）

ｑ－ｈ（ｋ）Ｃｄ（ｋ））
　ここで、ｄ（０）＝０、及び、ＮＣｇ＝Ｎ！／（ｇ！（Ｎ－ｇ）！）に対して、ｈ（ｋ
）＝ｓｕｍ（ｊ＝０，．．．，ｋ）ｄ（ｊ）
である。例えば、それぞれが一つのメンバーだけを備えた二つのカテゴリーの場合、ｌｏ
ｇ２（ｑ（ｑ－１））ビットであれば、関心のある二つのカテゴリー内のメンバーシップ
を記述するのに十分である。これは、図３及び図４における情報「Ｖ」を構成する。（ｑ
－２）個の部分系列は、この例においては、情報を与えられない第３のカテゴリーに暗黙
的に含められること、更に、これらの部分系列は、関心のある二つのカテゴリー内に存在
しないことに注意されたい。
【００８２】
　[0091]部分情報の例は、「Ｄ」個のカテゴリーの定義、「Ｄ」個のカテゴリー内に存在
するメンバーシップを含み、多くの系列は「非典型的」なカテゴリーの部分情報に挿入さ
れなくてもよいという事実を構成する。
【００８３】
　[0092]「Ｂ」は単に「Ｂ」個のビットであり、また「Ｖ」は単に「Ｖ」個のビットによ
って表現されると仮定する。一実施形態においては、処理ブロック３２６又は４０４を用
いてビット配分ｆ（１），．．．，ｆ（ｎ）を生成するために、ターゲットベクトル「ｘ
」に配分された（Ｂ－Ｖ）ビットが、最初に、分割１における「ｑ」個の「ｍ」次元の部
分系列ｘ（１），．．．，ｘ（ｑ）の間で互いに均等であるとみなされるような形で分割
される。これは、部分情報が存在しない場合に意味をなす。何故ならば、初期符号化ステ
ージは、部分系列が全て統計的に均等であり、ターゲットベクトル「ｘ」が構造を持たな
いように、或いは、本来、そうなるように仮定及び設計するからである。
【００８４】
　[0093]しかしながら、更なる部分情報は、とりわけ低いビットレートにおいて、より良
好に実行することを可能にする。「Ｂ」、「ｍ」、選択されたカテゴリー、及び情報「Ｖ
」の関数として、ビット割り当ては、ｑ個の部分系列間における不均等な配分をもたらす
ように変更される。これは、「ｑ」個のｍ次元の部分系列間における粗い初期の不均等ビ
ット割り当てＦ（１），．．．，Ｆ（ｑ）をもたらす。例えば、二つのカテゴリー、すな
わち最大エネルギーを備えた部分系列であるカテゴリー１、及び最小エネルギーを備えた
部分系列であるカテゴリー２が存在する場合に、アルゴリズムは、単に、所与の数のビッ
トをカテゴリー２の部分系列から取り出し、カテゴリー１内の部分系列に与えることがで
きる。移されるべきビット数は、本明細書では「スキュー」と呼ばれる。別の例において
は、二つのカテゴリーが存在し、カテゴリー１は、最大エネルギーを備えた部分系列であ
り、カテゴリー２は、次の最大エネルギーを備えた部分系列である場合に、アルゴリズム
は、単に、所与の数のビットを、残りのベクトルの何れか又は全てから取り出し、それら
のビットをカテゴリー１及びカテゴリー２に、場合によっては不均等に、与えることがで
きる。この場合もやはり、移されるべきビット数は「スキュー」と呼ばれる。上述した例
の双方において、「スキュー」は、「Ｍ」、「ｍ」、及び、「Ｂ」に対して、十分に暗黙
的なものであることが知られている。すなわち、「Ｍ」、「ｍ」、及び、「Ｂ」、即ち、
符号化器及び復号器の双方にとって既知の変数は、使用されるカテゴリーと共に、スキュ
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ーを定義するのに十分なものである。この第２の例の場合のように、幾つかのビットが、
部分情報によって区別されない多くの別のベクトルから移される場合には、それらのビッ
トを、それらベクトル間において可能な限り均一に取り出して、スキューを形成する。
【００８５】
　[0094]配分Ｆ（ｋ）を仮定すると、部分系列ｘ（ｋ）内に存在する「ａ」個の分割２の
部分系列ｘ（ｋ，１），．．．，ｘ（ｋ，ａ）はそれぞれ、グループ内において可能な限
り均等に取り扱われる。利用可能な部分情報は、あらゆる部分系列ｘ（ｋ）内におけるビ
ット配分の洗練化では適用されず、したがって、均等な取り扱いは、論理的なことであり
、ビットを「ａ」個の部分系列間にできるだけ均等に振り分けることによって達成される
。これを全ての「ｋ」に実施することにより、Ｆ（１），．．．，Ｆ（ｑ）ビットのｘ（
１），．．．，ｘ（ｑ）への粗いビット配分を、「ｎ」個の「ｐ」次元の部分系列ｘ（１
，１），．．．，ｘ（ｑ，ａ）に適用される「ｎ」個の配分ｆ（１），．．．，ｆ（ｎ）
にまで洗練する。ここで、ｎ＝ｑ＊ａである。利用可能な部分情報は、知覚的な観点から
、あらゆる部分系列ｘ（ｋ）内におけるビット配分の洗練化では適用されないが、この方
式は、グループ内における実際の配分を考察し、知覚的な利点を有するように置換する（
それらを配置する）ことができることに注意されたい。このことについては、図６及び図
７を参照して、以下に説明する。
【００８６】
　[0095]新しいビット割り当ては、「ｎ」個のターゲットｘ（１，１），．．．，ｘ（ｑ
，ａ）の量子化を指示するのに使用される。実際の量子化は、ｎ＝ｍ＊ｑ個の「ｐ」次元
のベクトルｘ（１，１），．．．，ｘ（１，ａ）、ｘ（２，１），．．．，ｘ（ｑ，ａ）
に対するｐ次元の量子化を使用することによって実行される。任意の所与のｘ（ｋ，ｊ）
へのビット配分に基づく実際の量子化は、上述したような従来の量子化技術、例えば、ス
カラー量子化又はベクトル量子化を用いて実行される。
【００８７】
（更なる知覚的な改善）
　[0096]一実施形態においては、図３の符号化方式及び図４の復号方式が、知覚的洗練化
をなすための能力を追加するように変更される。これらの知覚的洗練化は、ビット配分及
び／又は雑音充填をパターン化したものである。これら手法が適用される一つの理由は、
新しい方法の幾つかの特性に基づいている。すなわち、同じカテゴリー内に存在する部分
系列への（すなわち、同じｘ（ｋ）内に存在する部分系列への、又は、同じカテゴリー内
に存在する異なるｘ（ｋ）の部分系列への）配分ｆ（ｉ）、ｆ（ｊ）、ｆ（ｌ）は、期待
される（平均の）客観的（例えば、平均二乗誤差）性能における損失を伴うことなく、置
換することができる。部分情報は、本質的に、そのようなベクトルを互いに識別しない。
【００８８】
　[0097]これら手法が適用される別の理由は、プロセスが不均等なビット配分をもたらし
、プロセスが十分に低いビットレートで使用される場合、配分ｆ（ｎ）の多くは、しばし
ば、ゼロであることである。部分系列ｘ（ｋ）への非ゼロ配分Ｆ（ｋ）＞０が、部分系列
ｘ（ｋ，１），．．．，ｘ（ｋ，ａ）のための「ａ」個の異なる配分に分解される場合で
すら、幾つかの部分系列は、Ｆ（ｋ）が「ａ」の倍数である整数でなければ、その他の部
分系列よりも多い１ビットを得ることがある。Ｆ（ｋ）＜ａであれば、多くの場合、幾つ
かのベクトルは、必然的にゼロビット配分を得る。
【００８９】
　[0098]パターン化されたビット配分の使用は、これらの特性の中の第１のものに直接的
に関連している。そのプロセスを、符号化器及び復号器に関して、図５及び図６示す。こ
のプロセスは、配分ｆ（１），．．．，ｆ（ｎ）を取り出し、この配分の制限された置換
である新しい配分ｇ（１），．．．，ｇ（ｎ）を生成する。配分の置換は、同じカテゴリ
ーの部分系列間においてだけ許される。
【００９０】
　[0099]図５は、図３の変形例を示しており、知覚的改善ブロック５０１が、それぞれの
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部分系列ごとに、また、Ｖ内における同じ部分情報を表現するグループごとに新しく生成
された忠実度の出力を検査する。処理ロジックは、より良好な知覚的効果を有するように
、ｆ（ｉ），．．．，ｆ（ｎ）を並べ替える。並べ替えられた配分は、符号化ブロック５
３０に送信され、その符号化ブロック５３０は、部分系列を、それらが生成されたように
符号化する。これは、図６においても類似することである。
【００９１】
　[0100]置換を組み込んだ一実施形態を、以下に説明する。
【００９２】
　[0101]部分系列当たりに最も大きな平均ビット割り当てを有する一つのカテゴリーに含
まれる部分系列が、識別される。可能であれば、これらの配分は、実現可能な最も優れた
知覚的効果を有するように置換される。一実施形態においては、ベクトルｘ（１，１），
．．．，ｘ（ｑ，ａ）が、周波数領域ベクトルを表現し、したがって、ｘ（ｋ）が、ある
周波数帯域を構成するシンボルの系列を表現する場合に、大きなビット配分は、周波数に
おいて互いに近接するようにクラスタリングされる。例えば、ランダムな配分ｆ（ｊ），
．．．，ｆ（ｊ＋ｓ）＝［５，４，５，４，４］を取り、そして、ｇ（ｊ），．．．，ｇ
（ｊ＋ｓ）＝［４，４，５，５，４］となるように並べる。この場合、通例では、クラス
タを周波数帯域の中央に集中したものにするようなものとなろう。別の場合には、配分を
帯域の縁の近傍にクラスタリングするようなもの、例えば、ｇ（ｊ），．．．，ｇ（ｊ＋
ｓ）＝［５，４，４，４，５］となろう。どちらのオプションを使用するかの選択は、以
前のステージにおいて符号化（表現）されたその他の信号特性（情報）及びｆ（ｋ）の実
際の値に依存することができる。すなわち、置換は、既存の情報に対してまったく暗黙的
なものである。
【００９３】
　[0102]分類した後、ターゲットは、量子化される。量子化は、最大ビット割り当てを受
け取ったものが最初に量子化される方法であることが、有益なこともある。この情報は、
Ｑ内のビットストリームの中に最初にパッキングされることに注意されたい。
【００９４】
　[0103]ｇ（ｊ），．．．，ｇ（ｊ＋ｓ）の値、また場合によっては、Ｑ内の量子化され
たインデックスに基づいて、復号されたベクトルｗ（ｊ），．．．，ｗ（ｊ＋ｓ）の知覚
的マスキング特性が、評価される。
【００９５】
　[0104]その後に、ｆ（ｋ）の残りの値に基づいて、このマスキングによって最も影響を
受けるかもしれない次のターゲット部分系列を考察する。可能であれば、それらのビット
配分を置換し、すでに符号化されたベクトルからのマスキング効果をできる限りうまく利
用し、或いはできる限り改善する。例えば、ｇ（ｊ），．．．，ｇ（ｊ＋ｓ）によってカ
バーされた領域が隣接領域に対して非自明のマスキング効果を有し、且つ、隣接領域がｆ
（ｊ－ｔ），．．．，ｆ（ｊ－１）＝［１，０，１，０，１］を有すると判定されル場合
には、一つの手順は、すでに符号化された領域から遠く離れて存在すべき幾つかの非ゼロ
配分をクラスタリングし、且つ、雑音充填（又は、極めて小さいエネルギーで使用された
雑音充填）を使用しないことであり、すなわち、ｇ（ｊ－ｔ），．．．，ｇ（ｊ－１）＝
［１，１，１，０，０］となろう。
【００９６】
　[0105]ｇ（１），．．．，ｇ（ｎ）配分の全体が生成され、且つ、全ての部分系列が符
号化されるまで反復する。雑音充填は、第２の特性に依存し、図７に示されるように、パ
ターン化されたビット配分への適応を用いて、或いは用いることなく使用されてもよい。
図７を参照すると、雑音充填処理ブロック７０１は、ランダムな系列を所定のエネルギー
で部分系列用にＱの情報を用いずに生成する。
【００９７】
　[0106]雑音充填は、増大する平均二乗誤差を犠牲にして、潜在的な復号されるパターン
のばらつきを効率的に増大させる。増大したばらつきは、知覚的により満足できるもので
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あり、ゼロビット配分が存在する領域に対して、所与の雑音エネルギーレベルでランダム
パターンを生成することによって、もたらされる。ｇ（１），．．．，ｇ（ｎ）の正確な
パターンを考慮せずにこの方式で使用される場合に、雑音充填は、単に、選択されたレベ
ルで、ゼロビット配分を受け取る部分系列用に生成される。この方式が、正確なパターン
ｇ（１），．．．，ｇ（ｎ）に適応する場合には、異なる領域における雑音充填のエネル
ギーレベルを変更することによって、そのように実行することができる。詳細には、ゼロ
ビット配分をもつ領域が（非ゼロビット配分によって符号化された）別の領域によって知
覚的にマスクされるものと見なされる場合には、復号器は、その領域内において雑音充填
を使用すること、又は、雑音充填のエネルギーを減少させることを決定しなくてもよい。
【００９８】
（実施形態のための性能改善）
　[0107]使用することができる更なる性能改善が存在する。
【００９９】
　[0108]第１の改善は、部分系列のカテゴリーに基づいて部分系列を符号化するのに使用
される量子化器を適応することである。これを図８に示す。直接的なベクトル量子化器（
次元「ｐ」の）が使用される場合にこの方式を実施するために、この方式は、単に、異な
るカテゴリーのための異なる符号帳を有する。符号帳は、分類されたトレーニングデータ
に基づいてトレーニングされる。
【０１００】
　[0109]第２の改善は、方式の実施形態のうち二つ以上を同時に使用し、例えば、それぞ
れの実施形態ごとに、異なる「ｍ」、異なる「ｐ」、異なるカテゴリー、等を使用し、そ
れぞれの実施形態を用いて符号化し、そして、復号器に送信するために、一つの実施形態
だけから情報を選択することである。異なる「ｒ」個の実施形態が試みられる場合には、
更なるｌｏｇ２（ｒ）ビットの副情報が復号器に送信され、どの実施形態が選択され且つ
送信されたかを通知する。
【０１０１】
（更なる実施形態）
　[0110]更なる実施形態が幾つか存在する。一実施形態においては、分割１における部分
系列が、重複している。重複自体は、カテゴリーによって提供される情報の分解能を増大
させるのに使用されてもよい。例えば、二つの重複する部分系列が同じカテゴリーのメン
バーであれば、重複領域（二つの部分系列に共通する）は非典型的な変動を生成する領域
である可能性が高いであろう。カテゴリーを記述するための「Ｖ」ビットと、量子化を実
行するための「（Ｂ－Ｖ）」との間の情報をバランスさせるために、グループ内の部分系
列は、実際には、グループが指示しようとしている変動を有していないかもしれないこと
があり得ることを思い出されたい。しかしながら、そのような場合には、部分系列がグル
ープ内に存在しないことを表現する情報を提供しようとしてより多くの情報を浪費するよ
りも、そのような部分系列をそのようなグループに挿入し、あたかもそれらが変動を有す
るようにそれらを取り扱うことが、より効率的なこともある。重複するグループは、正確
ではない増分的な形でそのような情報を洗練するための手段であってもよい。
【０１０２】
　[0111]一実施形態においては、ターゲット忠実度基準「Ｂ」は、ビット以外の手段で指
示されてもよい。例えば、一実施形態においては、ターゲット忠実度基準「Ｂ」は、ター
ゲットベクトルごとの誤差に関する限度を表現する。
【０１０３】
　[0112]一実施形態においては、値「ｍ」は、初期ステージからの情報、例えば、「Ｍ」
及び「Ｂ」の関数である。更なる副情報を使用することによって及び／又はその他のパラ
メータを使用することによって、この値における更なる適応を提供することが、有益なこ
ともある。例えば、一つのそのような方式は、「ｍ」の二つの想定可能な値を使用し、与
えられた系列に使用される最終的な選択を、１ビットを用いて復号器に通知する。
【０１０４】
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　[0113]一実施形態においては、インターリーバは固定されたものであり、或いは、初期
符号化ステージ（副情報を必要としない）からの情報又は変数（副情報を必要とする）の
関数である。
【０１０５】
　[0114]一実施形態においては、「ｐ」個の部分系列に関する新しい忠実度基準は、グロ
ーバル忠実度基準「Ｂ」に準拠しない。例えば、更なる部分情報が、初期ステージから計
算された「Ｂ」基準における変化を誘導するのに十分であることもある。
【０１０６】
　[0115]一実施形態においては、新しい知覚的なパターンｇ（１），．．．，ｇ（ｎ）を
生成するプロセスは、量子化が実行されるに連れて発生する増分的なプロセスではない。
パターンｇ（１），．．．，ｇ（ｎ）は、Ｑからの如何なる情報にもよらずに、ｆ（１）
，．．．，ｆ（ｎ）から直接に生成されてもよい。これは、ビット誤りに対する符号化の
許容力を増大させる。
【０１０７】
（例示のコンピュータシステム）
　[0116]図９は、本明細書で説明した一つ以上のオペレーションを実行し得る例示のコン
ピュータシステムのブロック図である。以下、図９を参照する。コンピュータシステム９
００は、例示のクライアントコンピュータシステム又はサーバーコンピュータシステムで
あってもよい。コンピュータシステム９００は、情報を通信するための通信機構又は通信
バス９１１、及び、情報を処理するためにバス９１１に結合されたプロセッサー９１２を
備えている。プロセッサー９１２は、例えば、Ｐｅｎｔｉｕｍ（商標）、ＰｏｗｅｒＰＣ
（商標）、Ａｌｐｈａ（商標）等のようなマイクロプロセッサーを含むが、マイクロプロ
セッサーに限定されない。
【０１０８】
　[0117]システム９００は、情報とプロセッサー９１２によって実行される命令とを記憶
するためにバス９１１に結合されたランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）又はその他の動的
記憶装置９０４（メインメモリと呼ばれる）を更に備えている。またメインメモリ９０４
は、プロセッサー９１２による命令の実行中に一時的な変数又はその他の中間情報を記憶
するために使用されることがある。
【０１０９】
　[0118]コンピュータシステム９００はまた、静的情報及びプロセッサー９１２のための
命令を記憶するためにバス９１１に結合されたリードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、及び／
又はその他の静的記憶装置９０６、並びに、磁気ディスク又は光ディスク及びそれに対応
するディスクドライブのようなデータ記憶装置９０７を備えている。データ記憶装置９０
７は、情報及び命令を記憶するためにバス９１１に結合される。
【０１１０】
　[0119]コンピュータシステム９００は、更に、情報をコンピュータユーザに表示するた
めにバス９１１に結合されたブラウン管（ＣＲＴ）又は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）のよ
うな表示装置９２１に結合されていてもよい。また、英数字キー及びその他のキーを含む
英数字入力装置９２２が、情報及びコマンド選択をプロセッサー９１２に通信するために
バス９１１に結合されていてもよい。更なるユーザ入力装置は、方向情報及びコマンド選
択をプロセッサー９１２に通信するために、及び表示装置９２１上におけるカーソル移動
を制御するためにバス９１１に結合された、マウス、トラックボール、トラックパッド、
スタイラスペン、又は、カーソル方向キーのようなカーソル制御装置９２３である。
【０１１１】
　[0120]バス９１１に結合され得る更なる装置は、ハードコピー装置９２４であり、当該
装置は、紙、フィルム、又は、それらに類似する種類の媒体のような媒体上に情報を記録
するために使用され得る。バス９１１に結合され得る更なる装置は、電話又はハンドヘル
ドパーム装置と通信するための有線／無線通信機能９２５である。
【０１１２】
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　[0121]システム９００及び関連するハードウェアの構成要素の何れか又は全てが、本発
明に使用され得ることに注意されたい。しかしながら、コンピュータシステムの別の構成
は、上記の装置のうちの幾つか又は全てを備え得ることを理解されたい。
【０１１３】
　[0122]以上の説明を読めば、当業者には、本発明の多くの変形及び変更が、明らかとな
ろうが、例示の目的で示して説明した特定の実施形態は、決して限定するものとみなされ
ることを意図していないことを理解されたい。したがって、様々な実施形態の詳細な説明
は、特許請求の範囲を限定することを意図しておらず、特許請求の範囲が、それ自体にお
いて本発明に不可欠であると考えられる特徴を記載している。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】量子化プロセスの一実施形態のフローチャートである。
【図２】逆量子化プロセスの一実施形態のフローチャートである。
【図３】符号化プロセスの一実施形態のフローチャートである。
【図４】復号プロセスの一実施形態のフローチャートである。
【図５】ビット割り当てに対する更なる知覚的改善を有する符号化プロセスの一実施形態
のフローチャートである。
【図６】ビット割り当てに対する更なる知覚的改善を有する復号プロセスの一実施形態の
フローチャートである。
【図７】雑音充填オペレーションを有する復号プロセスの一実施形態のフローチャートで
ある。
【図８】適応量子化を有する符号化プロセスの一実施形態のフローチャートである。
【図９】コンピュータシステムの一実施形態のブロック図である。

【図１】 【図２】
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