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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オープンループ(open-loop)方式で、第１量子化モジュールと第２量子化モジュールの
うち一つを、予測エラーを根拠として、選択する選択部と、
　入力信号をフレーム間予測なしで量子化する第１量子化モジュールと、
　前記入力信号をフレーム間予測と共に量子化する第２量子化モジュールと、
　を含み、
　前記第１量子化モジュールと前記第２量子化モジュールは同じビット数の符号化レート
に基づいて、前記入力信号の量子化をする
量子化装置。
【請求項２】
　前記第１量子化モジュールは、ブロック制限を有するトレリス構造量子化器とフレーム
内予測器を含む請求項１に記載の量子化装置。
【請求項３】
　前記第２量子化モジュールは、ブロック制限を有するトレリス構造量子化器、フレーム
内予測器とフレーム間予測器を含む請求項１に記載の量子化装置。
【請求項４】
　前記第１量子化モジュールは、ブロック制限を有するトレリス構造量子化器とフレーム
内予測器を含み、前記第２量子化モジュールはブロック制限を有するトレリス構造量子化
器、フレーム内予測器とフレーム間予測器を含む請求項１に記載の量子化装置。
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【請求項５】
　前記トレリス構造量子化器は、加重関数に基づきインデックスを探索する請求項２ない
し４のうちいずれか１項に記載の量子化装置。
【請求項６】
　前記予測エラーは、加重関数に基づく請求項１に記載の量子化装置。
【請求項７】
　前記予測エラーは、現在フレームのＬＳＦ係数、以前フレームのＬＳＦ係数、ＡＲ予測
係数、及び信号特性と係わる加重関数のうち少なくとも一つに基づく請求項１に記載の量
子化装置。
【請求項８】
　前記予測エラーは、加重関数に基づき、前記加重関数は帯域幅、符号化モード及び前記
入力信号のスペクトル分析情報のうち少なくとも一つに基づいて決定される請求項１に記
載の量子化装置。
【請求項９】
　前記入力信号の符号化モードは、ジェネリック(generic)符号化モードあるいは有声音
符号化モードである請求項１に記載の量子化装置。
【請求項１０】
　前記選択部は、前記予測エラーを臨界値と比較し、比較結果によって前記第１量子化モ
ジュールあるいは前記第２量子化モジュールを選択する請求項１に記載の量子化装置。
【請求項１１】
　前記臨界値は、固定された値である請求項１０に記載の量子化装置。
【請求項１２】
　前記選択部は、前記入力信号が非静的である場合、前記第１量子化モジュールを選択す
る請求項１に記載の量子化装置。
【請求項１３】
　前記第１量子化モジュールは、ブロック制限を有するトレリス構造量子化器、フレーム
内予測器及びベクトル量子化器を含む請求項１に記載の量子化装置。
【請求項１４】
　前記第２量子化モジュールは、ブロック制限を有するトレリス構造量子化器、フレーム
内予測器、フレーム間予測器及びベクトル量子化器を含む請求項１に記載の量子化装置。
【請求項１５】
　前記第１量子化モジュールは、ブロック制限を有するトレリス構造量子化器、フレーム
内予測器及びベクトル量子化器を含み、前記第２量子化モジュールは、ブロック制限を有
するトレリス構造量子化器、フレーム内予測器、フレーム間予測器及びベクトル量子化器
を含む請求項１に記載の量子化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、線形予測係数の量子化及び逆量子化に係り、さらに具体的には、低い複雑度
で線形予測係数を効率的に量子化する装置、それを採用するサウンド符号化装置、線形予
測係数の逆量子化装置、それを採用するサウンド復号化装置、及び電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　音声あるいはオーディオのようなサウンド符号化システムでは、サウンドの短区間周波
数特性を表現するために、線形予測符号化（ＬＰＣ：linear　predictive　coding）係数
が使用される。ＬＰＣ係数は、入力サウンドをフレーム単位に分け、各フレーム別に、予
測誤差のエネルギーを最小化させる形態で求められる。ところで、ＬＰＣ係数は、ダイナ
ミックレンジが大きく、使用されるＬＰＣフィルタの特性が、ＬＰＣ係数の量子化エラー
に非常に敏感であり、フィルタの安定性が保証されない。
【０００３】
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　そのために、ＬＰＣ係数を、フィルタの安定性確認が容易であり、補間に有利であり、
量子化特性が良好な他の係数に変換して量子化を行うが、主に、線スペクトル周波数（Ｌ
ＳＦ：line　spectral　frequency）あるいはイミッタンススペクトル周波数（ＩＳＦ：i
mmittance　spectral　frequency）に変換して量子化することが好まれている。特に、Ｌ
ＳＦ係数の量子化技法は、周波数領域及び時間領域で有するＬＳＦ係数のフレーム間高相
関度を利用することにより、量子化利得を高めることができる。
【０００４】
　ＬＳＦ係数は、短区間サウンドの周波数特性を示し、入力サウンドの周波数特性が急激
に変わるフレームの場合、当該フレームのＬＳＦ係数も急激に変化する。ところで、ＬＳ
Ｆ係数のフレーム間高相関度を利用するフレーム間予測器を含む量子化器の場合、急激に
変化するフレームに対しては、適切な予測が不可能であり、量子化性能が落ちる。従って
、入力サウンドの各フレーム別信号特性に対応して最適化された量子化器を選択する必要
がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、低い複雑度で、ＬＰＣ係数を効率的に量子化する装
置、それを採用するサウンド符号化装置、ＬＰＣ係数逆量子化装置、それを採用するサウ
ンド復号化装置及び電子機器を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を達成するための本発明の一実施形態による量子化装置は、入力信号の量子化
以前に、フレーム間予測を使用しない第１経路と、フレーム間予測を使用する第２経路と
、を含む複数の経路のうち一つを、所定基準を根拠として、前記入力信号の量子化経路と
して決定する量子化経路決定部；前記入力信号の量子化経路として前記第１経路が決定さ
れた場合、前記フレーム間予測を使用しない第１量子化スキームを利用して、前記入力信
号を量子化する第１量子化部；及び前記入力信号の量子化経路として前記第２経路が決定
された場合、前記フレーム間予測を使用する第２量子化スキームを利用して、前記入力信
号を量子化する第２量子化部；を含む。
【０００７】
　前記課題を達成するための本発明の一実施形態によるサウンド符号化装置は、入力信号
の符号化モードを決定する符号化モード決定部；前記入力信号の量子化以前に、フレーム
間予測を使用しない第１経路と、フレーム間予測を使用する第２経路と、を含む複数の経
路のうち一つを、所定基準を根拠として、前記入力信号の量子化経路として選択して、選
択された量子化経路によって、第１量子化スキーム並びに第２量子化スキームのうち一つ
を利用して、前記入力信号を量子化する量子化部；前記量子化された入力信号を、前記符
号化モードに対応して符号化する可変モード符号化部；及び前記第１量子化スキームによ
って量子化された結果と、前記第２量子化スキームによって量子化された結果とのうち一
つと、前記入力信号の前記符号化モードと、前記入力信号の量子化に係わる経路情報と、
を含むビットストリームを生成するパラメータ符号化部；を含む。
【０００８】
　前記課題を達成するための本発明の一実施形態による逆量子化装置は、ビットストリー
ムに含まれた経路情報を根拠として、フレーム間予測を使用しない第１経路と、フレーム
間予測を使用する第２経路と、を含む複数の経路のうち一つを線形予測符号化パラメータ
の逆量子化経路として決定する量子化経路決定部；前記線形予測符号化パラメータの逆量
子化経路として前記第１経路が決定された場合、第１逆量子化スキームを利用して、前記
線形予測符号化パラメータを逆量子化する第１逆量子化部；及び前記線形予測符号化パラ
メータの逆量子化経路として前記第２経路が決定された場合、第２逆量子化スキームを利
用して、前記線形予測符号化パラメータを逆量子化する第２逆量子化部；を含み前記経路
情報は、符号化端で入力信号の量子化以前に、所定基準を根拠として決定される。
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【０００９】
　前記課題を達成するための本発明の一実施形態によるサウンド復号化装置は、ビットス
トリームに含まれた線形予測符号化パラメータと、符号化モードとを復号化する符号化モ
ード復号化部；前記ビットストリームに含まれた経路情報を根拠として、フレーム間予測
を使用しない第１逆量子化スキームと、前記フレーム間予測を使用する第２逆量子化スキ
ームとのうち一つを利用して、前記復号化された線形予測符号化パラメータを逆量子化す
る逆量子化部；及び前記逆量子化された線形予測符号化パラメータを、前記復号化された
符号化モードに対応して復号化する可変モード復号化部；を含み前記経路情報は、符号化
端で入力信号の量子化以前に、所定基準を根拠として決定される。
【００１０】
　前記課題を達成するための本発明の一実施形態による電子機器は、サウンド信号と、符
号化されたビットストリームとのうち少なくとも一つを受信したり、あるいは符号化され
たサウンド信号と復元されたサウンドとのうち少なくとも一つを送信する通信部；及び前
記受信されたサウンド信号の量子化以前に、フレーム間予測を使用しない第１経路と、フ
レーム間予測を使用する第２経路と、を含む複数の経路のうち一つを、所定基準を根拠と
して、前記入力信号の量子化経路として選択して、選択された量子化経路によって、第１
量子化スキーム並びに第２量子化スキームのうち一つを利用して、前記受信されたサウン
ド信号を量子化し、前記量子化されたサウンド信号を、前記符号化モードに対応して符号
化する符号化モジュール；を含む。
【００１１】
　前記課題を達成するための本発明の他の実施形態による電子機器は、サウンド信号と、
符号化されたビットストリームとのうち少なくとも一つを受信したり、あるいは符号化さ
れたサウンド信号と復元されたサウンドとのうち少なくとも一つを送信する通信部；及び
前記ビットストリームに含まれた線形予測符号化パラメータと、符号化モードとを復号化
し、前記ビットストリームに含まれた経路情報を根拠として、フレーム間予測を使用しな
い第１逆量子化スキームと、前記フレーム間予測を使用する第２逆量子化スキームとのう
ち一つを利用して、前記復号化された線形予測符号化パラメータを逆量子化し、前記逆量
子化された線形予測符号化パラメータを、前記復号化された符号化モードに対応して復号
化する復号化モジュール；を含み、前記経路情報は、符号化端で前記サウンド信号の量子
化以前に、所定基準を根拠として決定される。
【００１２】
　前記課題を達成するための本発明のさらに他の実施形態による電子機器は、サウンド信
号と、符号化されたビットストリームとのうち少なくとも一つを受信したり、あるいは符
号化されたサウンド信号と復元されたサウンドとのうち少なくとも一つを送信する通信部
；前記受信されたサウンド信号の量子化以前に、所定基準を根拠として、フレーム間予測
を使用しない第１経路と、フレーム間予測を使用する第２経路と、を含む複数の経路のう
ち一つを前記入力信号の量子化経路として選択し、選択された量子化経路によって、第１
量子化スキーム並びに第２量子化スキームのうち一つを利用して、前記受信されたサウン
ド信号を量子化し、前記量子化されたサウンド信号を、前記符号化モードに対応して符号
化する符号化モジュール；及びビットストリームに含まれた線形予測符号化パラメータと
、符号化モードとを復号化し、前記ビットストリームに含まれた経路情報を根拠として、
フレーム間予測を使用しない第１逆量子化スキームと、前記フレーム間予測を使用する第
２逆量子化スキームとのうち一つを利用して、前記復号化された線形予測符号化パラメー
タを逆量子化し、前記逆量子化された線形予測符号化パラメータを、前記復号化された符
号化モードに対応して復号化する復号化モジュール；を含む。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、音声あるいはオーディオ信号を、さらに効率的に量子化するために、
音声あるいはオーディオ信号の特性によって複数の符号化モードに分け、各符号化モード
に適用される圧縮率によって、多様なビット数割り当てにおいて、各符号化モードに対応
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し、低複雑度で最適の量子化器を選択することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態によるサウンド符号化装置の構成を示したブロック図である
。
【図２Ａ】図１に図示された符号化モード選択部で選択される多様な符号化モードの例を
示した図面である。
【図２Ｂ】図１に図示された符号化モード選択部で選択される多様な符号化モードの例を
示した図面である。
【図２Ｃ】図１に図示された符号化モード選択部で選択される多様な符号化モードの例を
示した図面である。
【図２Ｄ】図１に図示された符号化モード選択部で選択される多様な符号化モードの例を
示した図面である。
【図３】本発明の一実施形態によるＬＰＣ量子化部の構成を示したブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態による加重関数決定部の構成を示したブロック図である。
【図５】図５は本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図
である。
【図６】本発明の一実施形態による量子化経路決定部の構成を示したブロック図である。
【図７Ａ】図６に図示された量子化経路決定部の例による動作を説明するフローチャート
である。
【図７Ｂ】図６に図示された量子化経路決定部の例による動作を説明するフローチャート
である。
【図８】本発明の一実施形態による量子化経路決定部の構成を示したブロック図である。
【図９】コーデックサービスを提供するとき、ネットワーク端で伝送が可能なチャネルの
状態に係わる情報について説明する図面である。
【図１０】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図であ
る。
【図１１】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図であ
る。
【図１２】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図であ
る。
【図１３】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図であ
る。
【図１４】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図であ
る。
【図１５】は本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図で
ある。
【図１６Ａ】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図で
ある。
【図１６Ｂ】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図で
ある
【図１７Ａ】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図で
ある。
【図１７Ｂ】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図で
ある。
【図１７Ｃ】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図で
ある。
【図１８】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図であ
る。
【図１９】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図であ
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る。
【図２０】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図であ
る。
【図２１】本発明の一実施形態による量子化器タイプ選択部の構成について説明する図面
である。
【図２２】本発明の一実施形態による量子化器タイプ選択方法の動作について説明する図
面である。
【図２３】本発明の一実施形態によるサウンド復号化装置の構成を示したブロック図であ
る。
【図２４】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数逆量子化部の構成を示したブロック図で
ある。
【図２５】本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数逆量子化部の細部的な構成を示したブロ
ック図である。
【図２６】図２５に図示されたＬＰＣ係数逆量子化部の第１逆量子化スキームと、第２逆
量子化スキームとの一例を示した図面である。
【図２７】本発明の一実施形態による量子化方法の動作について説明するフローチャート
である。
【図２８】本発明の一実施形態による逆量子化方法の動作について説明するフローチャー
トである。
【図２９】本発明の一実施形態による符号化モジュールを含む電子機器の構成を示したブ
ロック図である。
【図３０】本発明の一実施形態による復号化モジュールを含む電子機器の構成を示したブ
ロック図である。
【図３１】本発明の一実施形態による符号化モジュール並びに復号化モジュールを含む電
子機器の構成を示したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は、多様な変換を加えることができ、さまざまな実施形態を有することができ、
特定実施形態を図面に例示し、詳細な説明で具体的に説明する。しかし、それは、本発明
を特定の実施形態について限定するものではなく、本発明の技術的思想及び技術範囲に含
まれる全ての変換、均等物ないし代替物を含むと理解するものである。本発明の説明にお
いて、関連公知技術についての具体的な説明が、本発明の要旨を不明確にすると判断され
る場合、その詳細な説明を省略する。
【００１６】
　第１、第２のような用語は、多様な構成要素の説明に使用されるが、構成要素が用語に
よって限定されるものではない。用語は、１つの構成要素を他の構成要素から区別する目
的だけに使用される。
【００１７】
　本発明で使用した用語は、ただ特定の実施形態について説明するために使用されたもの
であり、本発明を限定しようとする意図ではない。本発明で使用した用語は、本発明での
機能を考慮しながら、可能な限り、現在広く使用される一般的な用語を選択したが、それ
は、当業者の意図、判例、または新たな技術の出現などによっても異なる。また、特定の
場合は、出願人が任意に選定した用語もあり、その場合、当該発明の説明部分で、詳細に
その意味を記載する。従って、本発明で使用される用語は、単純な用語の名称ではない、
その用語が有する意味と、本発明の全般にわたる内容とを基に定義されなければならない
。
【００１８】
　単数の表現は、文脈上、明白に取り立てて意味しない限り、複数の表現を含む。本発明
で、「含む」または「有する」のような用語は、明細書上に記載された特徴、数字、段階
、動作、構成要素、部品、またはそれらを組み合わせたものが存在するということを指定
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するものであり、一つまたはそれ以上の他の特徴や数字、段階、動作、構成要素、部品、
またはそれらを組み合わせたものなどの存在または付加の可能性を事前に排除するもので
はないと理解されなければならない。
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照しつつ詳細に説明し、添付図面を参
照して説明するにおいて、同一であるか、あるいは対応する構成要素は、同一の図面番号
を付し、それに係わる重複説明は省略する。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施形態によるサウンド符号化装置の構成を示したブロック図であ
る。図１に図示されたサウンド符号化装置１００は、前処理部１１１、スペクトル及び線
形予測（ＬＰ：linear　prediction）分析部１１３、符号化モード選択部１１５、ＬＰＣ
（linear　predictive　coding）係数量子化部１１７、可変モード符号化部１１９及びパ
ラメータ符号化部１２１を含んでもよい。各構成要素は、少なくとも一つ以上のモジュー
ルに一体化され、少なくとも一つ以上のプロセッサ（図示せず）により具現される。ここ
で、サウンドは、オーディオ信号、音声信号、あるいはオーディオと音声との混合信号を
意味するので、以下では、説明の便宜のために、サウンドを音声とする。
【００２１】
　図１を参照すれば、前処理部１１１は、入力される音声信号を前処理する。前処理過程
を介して、音声信号から所望しない周波数成分が除去されたり、あるいは符号化に有利に
なるように、音声信号の周波数特性が調整されもする。具体的には、前処理部１１１は、
ハイパス・フィルタリング（high　pass　filtering）、プリエンファシス（pre-emphasi
s）またはサンプリング（sampling）変換などを行うことができる。
【００２２】
　スペクトル及ＬＰ分析部１１３は、前処理された音声信号について、周波数ドメインの
特性を分析したり、あるいはＬＰ分析を行い、ＬＰＣ係数を抽出することができる。一般
的に、フレーム当たり１回のＬＰ分析が行われるが、さらなる音質向上のために、フレー
ム当たり２回以上のＬＰ分析も行われる。その場合、１回は、既存のＬＰ分析であるフレ
ームエンド（frame-end）のためのＬＰであり、残りは、音質向上のための中間サブフレ
ーム（mid-subframe）のためのＬＰでもある。そのとき、現在フレームのフレームエンド
は、現在フレームを構成するサブフレームのうち、最後のサブフレームを意味し、以前フ
レームのフレームエンドは、以前フレームを構成するサブフレームのうち、最後のサブフ
レームを意味する。一例として、１つのフレームは、４個のサブフレームから構成される
。
【００２３】
　ここで、中間サブフレームは、以前フレームのフレームエンドである最後のサブフレー
ムと、現在フレームのフレームエンドである最後のサブフレームとの間に存在するサブフ
レームのうち一つ以上のサブフレームを意味する。これにより、スペクトル及びＬＰ分析
部１１３は、全２セット以上のＬＰＣ係数を抽出することができる。一方、ＬＰＣ係数は
、入力信号が狭帯域（narrowband）である場合、次数１０を使用し、広帯域（wideband）
である場合、次数１６～２０を使用するが、それらに限定されるものではない。
【００２４】
　符号化モード選択部１１５は、マルチレート（multi-rate）に対応し、複数個の符号化
モードのうち一つを選択することができる。また、符号化モード選択部１１５は、帯域情
報、ピッチ情報あるいは周波数ドメインの分析情報から得られる音声信号の特性を利用し
て、複数個の符号化モードのうち一つを選択することができる。また、符号化モード選択
部１１５は、マルチレートと音声信号の特性とを利用して、複数個の符号化モードのうち
一つを選択することができる。
【００２５】
　ＬＰＣ係数量子化部１１７は、スペクトル及びＬＰ分析部１１３で抽出されたＬＰＣ係
数を量子化することができる。ＬＰＣ係数量子化部１１７は、ＬＰＣ係数を、量子化に適
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する他の係数に変換して量子化を行うことができる。ＬＰＣ係数量子化部１１７は、音声
信号の量子化以前に、第１所定基準を根拠として、フレーム間予測（inter-frame　predi
ction）を使用しない第１経路と、フレーム間予測を使用する第２経路と、を含む複数の
経路のうち一つを音声信号の量子化経路として選択し、選択された量子化経路によって、
第１量子化スキーム並びに第２量子化スキームのうち一つを利用して量子化することがで
きる。一方、ＬＰＣ係数量子化部１１７は、フレーム間予測を使用しない第１量子化スキ
ームによる第１経路と、フレーム間予測を使用する第２量子化スキームによる第２経路と
のいずれについても、ＬＰＣ係数を量子化し、第２所定基準を根拠として、第１経路並び
に第２経路のうち１つの量子化結果を選択することができる。第１所定基準と第２所定基
準は、同一でもあり、異なってもいる。
【００２６】
　可変モード符号化部１１９は、ＬＰＣ係数量子化部１１７で量子化されたＬＰＣ係数を
符号化し、ビットストリームを生成することができる。可変モード符号化部１１９は、量
子化されたＬＰＣ係数を、符号化モード選択部１１５で選択された符号化モードに対応し
て符号化することができる。一方、可変モード符号化部１１９は、ＬＰＣ係数の励起信号
を、フレームまたはサブフレームの単位で符号化することができる。
【００２７】
　可変モード符号化部１１９で使用される符号化アルゴリズムの一例としては、ＣＥＬＰ
（code-excited　linear　prediction）あるいはＡＣＥＬＰ（algebraic　ＣＥＬＰ）を
挙げることができる。一方、符号化モードにより、変換符号化アルゴリズムが追加して使
用される。ＣＥＬＰ技法によって、ＬＰＣ係数を符号化するための代表的なパラメータは
、適応コードブック・インデックス、適応コードブック利得、固定コードブック・インデ
ックス、固定コードブック利得などがある。可変モード符号化部１１９で符号化された現
在フレームは、次のフレームの符号化のために保存される。
【００２８】
　パラメータ符号化部１２１は、復号化端で復号化に使用されるパラメータを符号化し、
ビットストリームに含めることができる。望ましくは、符号化モードに対応するパラメー
タを符号化することができる。パラメータ符号化部１２１で生成されたビットストリーム
は、保存や伝送の目的に使用される。
【００２９】
　図２Ａないし図２Ｄは、図１に図示された符号化モード選択部１１５で選択される多様
な符号化モードの例を示したものである。図２Ａ及び図２Ｃは、量子化に割り当てられる
ビット数が多い場合、すなわち、高ビット率である場合の符号化モードの分類例であり、
図２Ｂ及び図２Ｄは、量子化に割り当てられるビット数が少ない場合、すなわち、低ビッ
ト率である場合の符号化モードの分類例である。
【００３０】
　まず、高ビット率である場合、単純な構造のために、図２Ａでのように、音声信号は、
一般符号化（ＧＣ：generic　coding）モードと、トランジション符号化（ＴＣ：transit
ion　coding）モードとに分類することができる。その場合、無声音符号化（ＵＣ：unvoi
ced　coding）モードと、有声音符号化（ＶＣ：voiced　coding）モードと、をＧＣモー
ドに含めたのである。高比率である場合、図２Ｃでのように、インアクティブ符号化（Ｉ
Ｃ：inactive　coding）モードと、オーディオ符号化（ＡＣ：audio　coding）モードと
をさらに含んでもよい。
【００３１】
　一方、低ビット率である場、合図２Ｂでのように、音声信号は、ＧＣモード、ＵＣモー
ド、ＶＣモード及びＴＣモードに分類することができる。また、低ビット率である場合、
図２ＤとのようにＩＣモードとＡＣモードとをさらに含んでもよい。
【００３２】
　図２Ａ及び図２Ｃにおいて、ＵＣモードは、音声信号が、無声音であるか、あるいは無
声音と類似している特性を有するノイズである場合に選択される。ＶＣモードは、音声信
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号が有声音であるときに選択される。ＴＣモードは、音声信号の特性が急変するトランジ
ション区間の信号を符号化するときに使用される。ＧＣモードは、それ以外の信号を符号
化することができる。ＵＣモード、ＶＣモード、ＴＣモード及びＧＣモードは、ＩＴＵ－
Ｔ　Ｇ．７１８に記載された定義及び分類基準によるが、それに限定されるものではない
。
【００３３】
　図２Ｂ及び図２Ｄにおいて、ＩＣモードは、黙音である場合に選択され、ＡＣモードで
ある場合、音声信号の特性がオーディオに近い場合に選択される。
【００３４】
　符号化モードは、音声信号の帯域により、さらに細分化される。音声信号の帯域は、例
えば、狭帯域（ＮＢ：narrow　band）、広帯域（ＷＢ：wide　band）、超広帯域（ＳＷＢ
：super　wide　band）、全帯域（ＦＢ：full　band）に分類することができる。ＮＢは
、３００～３，４００Ｈｚまたは５０～４，０００Ｈｚの帯域幅を有し、ＷＢは、５０～
７０００Ｈｚまたは５０～８，０００Ｈｚの帯域幅を有し、ＳＷＢは、５０～１４，００
０Ｈｚまたは５０～１６，０００Ｈｚの帯域幅を有し、ＦＢは、２０，０００Ｈｚまでの
帯域幅を有する。ここで、帯域幅に係わる数値は、便宜上設定されたものであり、それら
に限定されるものではない。また、帯域の区分もさらに簡単であったり、あるいは複雑に
設定することができる。
【００３５】
　図１の可変モード符号化部１１９は、図２Ａないし図２Ｄに図示された符号化モードに
対応し、ＬＰＣ係数を、互いに異なる符号化アルゴリズムを利用して、符号化を行うこと
ができる。符号化モードの種類及び個数が決定されれば、決定された符号化モードに該当
する音声信号を利用して、コードブックをさらに訓練させる必要がある。
【００３６】
　下記表１は、４種の符号化モードである場合、量子化スキームと構造との一例を示した
ものである。ここで、フレーム間予測を使用せずに量子化する方式を、セーフティネット
（safety-net）スキームと命名し、フレーム間予測を使用して量子化する方式を予測（pr
edictive）スキームと命名する。そして、ＶＱは、ベクトル量子化器（vector　quantize
r）、ＢＣ－ＴＣＱは、ブロック制限されたトレリス符号化量子化器（block-constrained
　trellis-coded　quantizer）を示したものである。
【００３７】
【表１】

　一方、符号化モードは、適用されるビット率によっても変わる。前述のように、２つの
モードを使用する高ビット率で、ＬＰＣ係数を量子化するために、ＧＣモードで、フレー
ム当たり４０あるいは４１ビットを使用し、ＴＣモードで、フレーム当たり４６ビットを
使用することができる。
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【００３８】
　図３は、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示したブロック図であ
る。図３に図示されたＬＰＣ係数量子化部３００は、第１係数変換部３１１、加重関数決
定部３１３、ＩＳＦ（immittance　spectral　frequency）／ＬＳＦ（line　spectral　f
requency）量子化部３１５及び第２係数変換部３１７を含んでもよい。各構成要素は、少
なくとも一つ以上のモジュールに一体化され、少なくとも一つ以上のプロセッサ（図示せ
ず）によっても具現される。
【００３９】
　図３を参照すれば、第１係数変換部３１１は、音声信号の現在フレームまたは以前フレ
ームのフレームエンドをＬＰ分析して抽出されたＬＰＣ係数を、他の形態の係数に変換す
ることができる。一例として、第１係数変換部３１１は、現在フレームまたは以前フレー
ムのフレームエンドに係わるＬＰＣ係数を、線スペクトル周波数（ＬＳＦ）係数と、イミ
ッタンススペクトル周波数（ＩＳＦ）係数とのうちいずれか１つの形態に変換することが
できる。そのとき、ＩＳＦ係数やＬＳＦ係数は、ＬＰＣ係数をさらに容易に量子化するこ
とができる形態の例を示す。
【００４０】
　加重関数決定部３１３は、ＬＰＣ係数から変換されたＩＳＦ係数あるいはＬＳＦ係数を
利用して、現在フレームのフレームエンド、及び以前フレームのフレームエンドに係わる
ＬＰＣ係数の重要度に係わる加重関数を決定することができる。決定された加重関数は、
量子化経路を選択したり、あるいは量子化時、加重エラーを最小化するコードブック・イ
ンデックスを探索する過程で使用される。一例として、加重関数決定部３１３は、強度別
加重関数と周波数別加重関数とを決定することができる。
【００４１】
　そして、加重関数決定部３１３は、周波数帯域、符号化モード及びスペクトル分析情報
のうち少なくとも一つを考慮し、加重関数を決定することができる。一例として、加重関
数決定部３１３は、符号化モード別に最適の加重関数を導き出すことができる。そして、
加重関数決定部３１３は、音声信号の周波数帯域によって、最適の加重関数を導き出すこ
とができる。また、加重関数決定部３１３は、音声信号の周波数分析情報によって、最適
の加重関数を導き出すことができる。そのとき、周波数分析情報は、スペクトルチルト（
spectrum　tilt）情報を含んでもよい。加重関数決定部３１３については、追って具体的
に説明する。
【００４２】
　ＩＳＦ／ＬＳＦ量子化部３１５は、現在フレームのフレームエンドのＬＰＣ係数が変換
されたＩＳＦ係数あるいはＬＳＦ係数を量子化することができる。ＩＳＦ／ＬＳＦ量子化
部３１５は、入力された符号化モードにより、最適量子化インデックスを求めることがで
きる。ＩＳＦ／ＬＳＦ量子化部３１５は、加重関数決定部３１３で決定された加重関数を
利用して、ＩＳＦ係数あるいはＬＳＦ係数を量子化することができる。ＩＳＦ／ＬＳＦ量
子化部３１５は、加重関数決定部３１３で決定された加重関数を利用して、複数の量子化
経路のうち一つを選択し、ＩＳＦ係数あるいはＬＳＦ係数を量子化することができる。量
子化の結果、現在フレームのフレームエンドに係わるＩＳＦ係数またはＬＳＦ係数の量子
化インデックス、及び量子化されたＩＳＦ係数（ＱＩＳＦ）あるいは量子化されたＬＳＦ
係数（ＱＬＳＦ）が求められる。
【００４３】
　第２係数変換部３１７は、量子化されたＩＳＦ係数（ＱＩＳＦ）あるいは量子化された
ＬＳＦ係数（ＱＬＳＦ）を、量子化されたＬＰＣ係数（ＱＬＰＣ）に変換することができ
る。
【００４４】
　以下、ＬＰＣ係数のベクトル量子化と加重関数との関係について説明する。
【００４５】
　ベクトル量子化は、ベクトル内のエントリー（entry）をいずれも同一の重要度と見な
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し、自乗誤差距離尺度（squared　error　distance　measure）を利用して、最も少ない
エラーを有するコードブック・インデックスを選択する過程を意味する。しかし、ＬＰＣ
係数において、全ての係数の重要度が異なるので、重要な係数のエラーを減少させれば、
最終合成信号の知覚的な品質（perceptual　quality）が向上する。従って、ＬＳＦ係数
を量子化するとき、復号化装置は、各ＬＰＣ係数の重要度を表現する加重関数（weightin
g　function）を自乗誤差距離尺度に適用し、最適のコードブック・インデックスを選択
することにより、合成信号の性能を向上させることができる。
【００４６】
　一実施形態によれば、ＩＳＦやＬＳＦの周波数情報と、実際のスペクトル強度（magnit
ued）とを利用して、各ＩＳＦまたはＬＳＦが、実際にスペクトル包絡線にいかなる影響
を与えるかに係わる強度別加重関数を決定することができる。一実施形態によれば、周波
数ドメインの知覚的な特性、及びフォーマットの分布を考慮した周波数別加重関数を、強
度別加重関数と組み合わせ、さらなる量子化効率を得ることができる。一実施形態によれ
ば、実際周波数ドメインの強度を使用するので、全体周波数の包絡線情報が良好に反映さ
れ、各ＩＳＦ係数またはＬＳＦ係数の加重値を正確に導き出すことができる。
【００４７】
　一実施形態によれば、ＬＰＣ係数を変換したＩＳＦまたはＬＳＦを、ベクトル量子化す
るとき、各係数の重要度が異なる場合、ベクトル内でいかなるエントリーが相対的にさら
に重要であるかを示す加重関数を決定することができる。そして、符号化しようとするフ
レームのスペクトルを分析し、エネルギーが大きい部分にさらに多くの加重値を与えるこ
とができる加重関数を決定することにより、符号化の正確度を向上させることができる。
スペクトルのエネルギーが大きいということは、時間ドメインで相関度が高いということ
を意味する。
【００４８】
　そのような加重関数をエラー関数に適用した例について説明すれば、次の通りである。
【００４９】
　まず、入力信号の変動性が大きい場合、フレーム間予測を利用せずに量子化を行うとき
、量子化されたＩＳＦを介して、コードブック・インデックスを探索するためのエラー関
数は、下記数式（１）のように示すことができる。一方、入力信号の変動性が小さい場合
、フレーム間予測を利用して量子化を行うとき、量子化されたＩＳＦを介して、コードブ
ック・インデックスを探索するためのエラー関数は、下記数式（２）のように示すことが
できる。コードブック・インデックスは、エラー関数を最小化する値を意味する。
【００５０】
【数１】

　ここで、ｗ（ｉ）は、加重関数を意味する。ｚ（ｉ）とｒ（ｉ）は、量子化器の入力と
して使用され、ｚ（ｉ）は、図３において、ＩＳＦ（ｉ）から平均値を除去したベクトル
であり、ｒ（ｉ）は、ｚ（ｉ）からフレーム間の予測値を除去したベクトルである。従っ
て、Ｅｗｅｒｒ（ｋ）は、フレーム間予測を行わない場合、コードブック探索のために使
用され、Ｅｗｅｒｒ（ｐ）は、フレーム間予測を行う場合、コードブック探索のために使
用される。一方、ｃ（ｉ）は、コードブックを示す。ｐは、ＩＳＦ係数の次数を意味し、
ＮＢでは、一般的に１０、ＷＢでは、一般的に１６～２０を使用する。
【００５１】
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　一実施形態によれば、符号化装置は、ＬＰＣ係数から変換されたＩＳＦ係数またはＬＳ
Ｆ係数の周波数に該当するスペクトル強度を利用した強度別加重関数と、入力信号の知覚
的な特性及びフォーマット分布を考慮した周波数別加重関数と、を組み合わせて最適の加
重関数を決定することができる。
【００５２】
　図４は、本発明の一実施形態による加重関数決定部の構成を示したブロック図である。
加重関数決定部４００は、スペクトル及びＬＰ分析部４１０の一部構成要素であるウィン
ドー処理部４２１、周波数マッピング部４２３及び強度計算部４２５と共に図示されてい
る。
【００５３】
　図４を参照すれば、ウィンドー処理部４２１は、入力信号にウィンドーを適用すること
ができる。ウィンドーは、四角ウィンドー（rectangular　window）、ヘミングウィンド
ー（hamming　window）、サインウィンドー（sine　window）などが使用される。
【００５４】
　周波数マッピング部４２３は、時間ドメインの入力信号を、周波数ドメインの入力信号
にマッピングさせることができる。一例として、周波数マッピング部４２３は、ＦＦＴ（
fast　Fourier　transform）、ＭＤＣＴ（modified　discrete　cosine　transform）を
介して、入力信号を周波数ドメインに変換することができる。
【００５５】
　強度計算部４２５は、周波数ドメインに変換された入力信号について、周波数スペクト
ルビン（spectrum　bin）の強度を計算することができる。周波数スペクトルビンの個数
は、加重関数決定部４００がＩＳＦまたはＬＳＦを正規化するための個数と同一である。
【００５６】
　スペクトル及びＬＰ分析部４１０の遂行結果、スペクトル分析情報が加重関数決定部４
００に入力される。そのとき、スペクトル分析情報は、スペクトルチルトを含んでもよい
。
【００５７】
　加重関数決定部４００は、ＬＰＣ係数が変換されたＩＳＦまたはＬＳＦを正規化するこ
とができる。ｐ次数のＩＳＦのうち、実際に本過程が適用される範囲は、０～（ｐ－２）
までである。一般的に、０～（ｐ－２）までのＩＳＦは、０～πに存在する。加重関数決
定部４００は、スペクトル分析情報を利用するために、周波数マッピング部４２３を介し
て導き出された周波数スペクトルビンの個数と同一の個数Ｋに正規化を行うことができる
。
【００５８】
　加重関数決定部４００は、スペクトル分析情報を利用して、中間サブフレームについて
、ＩＳＦ係数またはＬＳＦ係数がスペクトル包絡線に影響を及ぼす強度別加重関数Ｗ１（
ｎ）を決定することができる。一例として、加重関数決定部４００は、ＩＳＦ係数または
ＬＳＦ係数の周波数情報と、入力信号の実際のスペクトル強度とを利用して、強度別加重
関数を決定することができる。そのとき、強度別加重関数は、ＬＰＣ係数から変換された
ＩＳＦ係数またはＬＳＦ係数のために決定される。
【００５９】
　そして、加重関数決定部４００は、ＩＳＦ係数またはＬＳＦ係数の周波数それぞれに対
応する周波数スペクトルビンの強度を利用して、強度別加重関数を決定することができる
。
【００６０】
　また、加重関数決定部４００は、ＩＳＦ係数またはＬＳＦ係数の周波数それぞれに対応
するスペクトルビン、及びスペクトルビンの周辺に位置した少なくとも１つの周辺スペク
トルビンの強度を利用して、強度別加重関数を決定することができる。そのとき、加重関
数決定部４００は、スペクトルビン、及び少なくとも１つの周辺スペクトルビンの代表値
を抽出し、スペクトル包絡線に係わる強度別加重関数を決定することができる。代表値の
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ペクトルビンに係わる少なくとも１つの周辺スペクトルビンの最大値、平均値または中間
値でもある。
【００６１】
　加重関数決定部４００は、ＩＳＦ係数またはＬＳＦ係数の周波数情報を利用して、周波
数別加重関数Ｗ２（ｎ）を決定することができる。具体的には、加重関数決定部４００は
、入力信号の知覚的な特性及びフォーマット分布を利用して、周波数別加重関数を決定す
ることができる。そのとき、加重関数決定部４００は、バークスケール（bark　scale）
によって、入力信号の知覚的な特性を抽出することができる。そして、加重関数決定部４
００は、フォーマットの分布のうち、最初のフォーマットに基づいて、周波数別加重関数
を決定することができる。
【００６２】
　周波数別加重関数の場合、超低周波及び高周波で、相対的に低い加重値を示し、低周波
で、一定周波数区間内、例えば、最初のフォーマットに該当する区間で、同一の強度の加
重値を示すことができる。
【００６３】
　加重関数決定部４００は、強度別加重関数と周波数別加重関数とを組み合わせ、最終的
な加重関数を決定することができる。そのとき、加重関数決定部４００は、強度別加重関
数と周波数別加重関数とを乗じるか、あるいは加えて、最終的な加重関数を決定すること
ができる。
【００６４】
　他の一例として、加重関数決定部４００は、入力信号の符号化モード及び周波数帯域情
報を考慮し、強度別加重関数と周波数別加重関数とを決定することができる。
【００６５】
　そのために、加重関数決定部４００は、入力信号の帯域幅を確認し、入力信号の帯域幅
がＮＢである場合と、ＷＢである場合とについて、入力信号の符号化モードを確認するこ
とができる。入力信号の符号化モードがＵＣモードである場合、加重関数決定部４００は
、ＵＣモードについて、強度別加重関数と周波数別加重関数とを決定し、強度別加重関数
と周波数別加重関数とを組み合わせることができる。
【００６６】
　一方、入力信号の符号化モードがＵＣモードではない場合、加重関数決定部４００は、
ＶＣモードについて、強度別加重関数と周波数別加重関数とを決定し、強度別加重関数と
周波数別加重関数とを組み合わせることができる。
【００６７】
　もし入力信号の符号化モードがＧＣモードまたはＴＣモードである場合、加重関数決定
部４００は、ＶＣモードと同一の過程を介して、加重関数を決定することができる。
【００６８】
　一例として、入力信号をＦＦＴ方式によって周波数変換したとき、ＦＦＴ係数のスペク
トル強度を利用した強度別加重関数は、下記数式（３）によって決定される。
【００６９】
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【数２】

　一例として、ＶＣモードでの周波数別加重関数は、下記数式（４）によって、ＵＣモー
ドでの周波数別加重関数は、下記数式（５）によって決定される。数式（４）及び（５）
において定数は、入力信号の特性によって変更される。
【００７０】

【数３】

　最終的に導き出される加重関数は、下記数式（６）によって決定することができる。
【００７１】
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【数４】

　図５は、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部５００の構成を示したブロック
図である。図５に図示されたＬＰＣ係数量子化部５００は、加重関数決定部５１１、量子
化経路決定部５１３、第１量子化スキーム５１５及び第２量子化スキーム５１７を含んで
もよい。加重関数決定部５１１については、図４を介して説明したので、ここでは説明を
省略する。
【００７２】
　量子化経路決定部５１３は、入力信号の量子化以前に、所定基準を根拠として、フレー
ム間予測を使用しない第１経路と、フレーム間予測を使用する第２経路と、を含む複数の
経路のうち一つを入力信号の量子化経路として選択されるように決定することができる。
【００７３】
　第１量子化スキーム５１５は、入力信号の量子化経路として、第１経路が選択された場
合、量子化経路決定部５１３を介して提供される入力信号を量子化することができる。第
１量子化スキーム５１５は、入力信号を粗量子化する（roughly　quantizing）第１量子
化器（図示せず）と、入力信号と第１量子化器の出力信号との間の量子化エラー信号を精
密に量子化する第２量子化器（図示せず）と、を含んでもよい。
【００７４】
　第２量子化スキーム５１７は、入力信号の量子化経路として第２経路が決定された場合
、量子化経路決定部５１３を介して提供される入力信号を量子化することができる。第２
量子化スキーム５１７は、入力信号と、フレーム間予測値との間の予測エラーに対してブ
ロック制限されたトレリス符号化量子化を行う部分と、フレーム間予測部分とを含んでも
よい。
【００７５】
　ここで、第１量子化スキーム５１５は、フレーム間予測を使用せずに量子化する方式で
あり、セーフティネット・スキームと命名する。第２量子化スキーム５１７は、フレーム
間予測を使用して量子化する方式であり、予測スキームと命名する。
【００７６】
　第１量子化スキーム５１５並びに第２量子化スキーム５１７は、前記実施形態に限定さ
れるものではなく、後述する多様な実施形態のそれぞれの第１量子化スキーム及び第２量
子化スキームを利用しても具現される。
【００７７】
　これにより、効率性が高い対話型音声サービスのための低ビット率から、差別化された
品質のサービスを提供するための高ビット率まで多様なビット率に対応し、最適の量子化
器が選択される。
【００７８】
　図６は、本発明の一実施形態による量子化経路決定部６００の構成を示したブロック図
である。図６に図示された量子化経路決定部６００は、予測エラー算出部６１１と、量子
化スキーム選択部６１３を含んでもよい。
【００７９】
　予測エラー算出部６１１は、フレーム間予測値ｐ（ｎ）、加重関数ｗ（ｎ）、ＤＣ（di
rect　current）値が除去されたＬＳＦ係数ｚ（ｎ）を入力にし、多様な方法に基づいて
、予測エラーを算出することができる。まず、フレーム間予測器は、第２量子化スキーム
、すなわち、予測スキームにおいて使用されるところと同一のものを使用することができ
る。ここで、ＡＲ（auto-regressive）方式とＭＡ（moving　average）方式とのうち、い
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ずれを使用してもよい。フレーム間予測のための以前フレームの信号ｚ（ｎ）は、量子化
された値を使用することもでき、量子化されていない値を使用することもできる。また、
予測エラーを求めるとき、加重関数を適用してもよく、適用しなくともよい。これにより
、全体８種の組み合わせが可能であり、そのうち４種は、次の通りである。
【００８０】
　第一に、以前フレームの量子化されたｚ（ｎ）信号を利用した加重ＡＲ予測エラーは、
下記数式（７）のように示すことができる。
【００８１】
【数５】

　第二に、以前フレームの量子化されたｚ（ｎ）信号を利用したＡＲ予測エラーは、下記
数式（８）のように示すことができる。
【００８２】
【数６】

　第三に、以前フレームのｚ（ｎ）信号を利用した加重ＡＲ予測エラーは、下記数式（９
）のように示すことができる。
【００８３】

【数７】

　第四に、以前フレームのｚ（ｎ）信号を利用したＡＲ予測エラーは、下記数式（１０）
のように示すことができる。
【００８４】

【数８】

　ここで、Ｍは、ＬＳＦの次数を意味し、入力音声信号の帯域幅がＷＢである場合、一般
的に１６を使用する。ρ（ｉ）は、ＡＲ方式の予測係数を意味する。このように、すぐ以
前フレームの情報を利用する場合が一般的であり、ここで求められた予測エラーを利用し
て、量子化スキームを決定することができる。
【００８５】
　一方、以前フレームについてフレームエラーが発生し、以前フレームの情報がない場合
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に備え、以前フレームの以前フレームを利用して、第２予測エラーを求め、第２予測エラ
ーを利用して、量子化スキームを決定することができる。その場合、第２予測エラーは、
前述の第１の場合と比べ、下記数式（１１）のように示すことができる。
【００８６】
【数９】

　量子化スキーム選択部６１３は、予測エラー算出部６１１で求められた予測エラーと、
符号化モード決定部１１５（図１）で求められた符号化モードとのうち少なくとも一つを
利用して、現在フレームの量子化スキームを決定する。
【００８７】
　図７Ａは、図６に図示された量子化経路決定部６００の一例による動作について説明す
るフローチャートである。ここで使用される予測モードの例として、０、１、２が可能で
ある。予測モード０は、常にセーフティネット・スキームを使用する場合を意味し、予測
モード１は、常に予測スキームを使用する場合を意味する。そして、予測モード２は、セ
ーフティネット・スキームと予測スキームとをスイッチングして使用する場合を意味する
。
【００８８】
　予測モード０で符号化しなければならない信号の特性は、非静的（non-stationary）で
ある場合である。非静的信号は、毎フレームごとに変化がはなはだしく、フレーム間予測
を行う場合、予測エラーが原信号よりさらに大きくなる現象によって、量子化器の性能低
下が発生する。予測モード１で符号化しなければならない信号の特性は、静的（stationa
ry）である。静的信号は、以前フレームとの差が大きくなく、フレーム間相関度が高い。
そして、２つの特性が混合している信号については、予測モード２を使用して量子化を行
う場合、最適の性能を示すことができる。一方、２つの特性が混合していても、その混合
の割合により、予測モード０あるいは予測モード１と設定することも可能であり、そのと
き、予測モード２と設定される混合の比率は、実験的に、あるいはシミュレーションを介
して、最適値に設定される。
【００８９】
　図７Ａを参照すれば、７１１段階では、現在フレームの予測モードが「０」であるか否
か、すなわち、現在フレームの音声信号が非静的特性を有するか否かを判断する。７１１
段階での判断結果、予測モードが「０」である場合、例えば、ＴＣモードまたはＵＣモー
ドのように、現在フレームの音声信号が変動性が大きい場合には、フレーム間予測が困難
であるので、常にセーフティネット・スキーム、すなわち、第１量子化スキームを量子化
経路として決定することができる（７１４段階）。
【００９０】
　一方、７１１段階での判断結果、予測モードが「０」ではない場合、７１２段階で、予
測モードが「１」であるか否か、すなわち、現在フレームの音声信号が静的特性を有する
か否かを判断する。７１２段階での判断結果、予測モードが「１」である場合、フレーム
間予測性能にすぐれるので、常に予測スキーム、すなわち、第２量子化スキームを量子化
経路として決定することができる（７１５段階）。
【００９１】
　一方、７１２段階での判断結果、予測モードが「１」ではない場合、予測モードが「２
」であると決定し、第１量子化スキーム並びに第２量子化スキームをスイッチングして使
用する。一例として、現在フレームの音声信号が静的特性を有する場合、すなわち、ＧＣ
モードまたはＶＣモードであり、予測モードが「２」である場合、予測エラーを考慮し、
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第１量子化スキーム並びに第２量子化スキームのうち一つを量子化経路として決定するこ
とができる。そのために、７１３段階では、現在フレームと以前フレームとの間の第１予
測エラーが、第１臨界値より大きいか否かを判断する。ここで、第１臨界値は、事前に実
験的に、あるいはシミュレーションを介して最適の値に決定される。一例を挙げれば、次
数が１６であるＷＢの場合、第１臨界値の例でとして、２，０８５，９７５を設定するこ
とができる。
【００９２】
　７１３段階での判断結果、第１予測エラーが第１臨界値より大きいか、あるいはそれと
同一である場合、第１量子化スキームを量子化経路として決定する（７１４段階）。一方
、７１３段階での判断結果、第１予測エラーが第１臨界値より小さい場合、予測スキーム
、すなわち、第２量子化スキームを量子化経路として決定する（７１５段階）。
【００９３】
　図７Ｂは、図６に図示された量子化経路決定部６００の他の例による動作について説明
するフローチャートである。図７Ｂを参照すれば、７３１段階ないし７３３段階は、図７
Ａの７１１段階ないし７１３段階と同一であり、以前フレームの以前フレームと、現在フ
レームとの間の第２予測エラーを求め、第２臨界値と比較する７３４段階をさらに追加し
たものである。ここで、第２臨界値は、事前に実験的に、あるいはシミュレーションを介
して、最適の値に決定される。一例を挙げれば、次数が１６であるＷＢの場合、第２臨界
値の例として、（第１臨界値＊１．１）を設定することができる。
【００９４】
　７３４段階での判断結果、第２予測エラーが第２臨界値より大きい場合、セーフティネ
ット・スキーム、すなわち、第１量子化スキームを量子化経路として決定する（７３５段
階）。一方、７３４段階での判断結果、第２予測エラーが第２臨界値より小さい場合、予
測スキーム、すなわち、第２量子化スキームを量子化経路として決定する（７３６段階）
。
【００９５】
　図７Ａ及び図７Ｂの実施形態では、予測モードが３種であると例示されているが、それ
に限定されるものではない。
【００９６】
　一方、量子化スキームを決定するとき、前述の予測モードまたは予測エラー以外にさら
なる情報を利用することができる。
【００９７】
　図８は、本発明の一実施形態による量子化経路決定部８００の構成を示したブロック図
である。図８に図示された量子化経路決定部８００は、予測エラー算出部８１１、スペク
トル分析部８１３及び量子化スキーム選択部８１５を含んでもよい。
【００９８】
　予測エラー算出部８１１は、図６の予測エラー算出部６１１と同一であるので、具体的
な説明は省略する。
【００９９】
　スペクトル分析部８１３は、スペクトル情報を分析し、現在フレームの信号特性を決定
することができる。スペクトル分析部８１３は、一例として、スペクトル情報のうち、周
波数ドメインのスペクトル強度情報を利用して、Ｎ個（ここで、Ｎは、１より大きい整数
）の以前フレームと現在フレームとの加重距離（weighted　distance）を求め、加重距離
が所定臨界値を超える場合、すなわち、フレーム間変動性が大きい場合、量子化スキーム
をセーフティネット・スキームとして決定することができる。ここで、Ｎが大きくなるほ
ど、比較しなければならない対象が多くなるので、複雑度が高くなる。加重距離Ｄは、下
記数式（１２）を利用して求められる。加重距離Ｄを低い複雑度で求めるためには、ＬＳ
Ｆ／ＩＳＦでもって決定された周波数周辺のスペクトル強度のみを利用して、以前フレー
ムと比較する。そのとき、ＬＳＦ／ＩＳＦでもって決定された周波数周辺Ｍ個の周波数ビ
ンに係わる強度の平均、最大値、中間値などが以前フレームと比較される。
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【０１００】
【数１０】

　ここで、スペクトルの強度情報を利用した加重関数Ｗｋ（ｉ）は、前述の数式（３）を
介して得られ、数式（３）のＷ１（ｎ）と同一の値である。Ｄｎでｎは、以前フレームと
現在フレームとの差を意味する。ｎ＝１である場合には、すぐ以前のフレームと現在フレ
ームとの加重距離を意味し、ｎ＝２である場合には、以前２番目のフレームと現在フレー
ムとの加重距離を意味する。そのように求められたＤｎ値が所定臨界値を超えるとき、現
在フレームが非静的特性を有するといえる。
【０１０１】
　量子化スキーム選択部８１５は、予測エラー算出部８１１から提供される予測エラー、
スペクトル分析部８１３から提供される信号特性、予測モード、及び伝送チャネル情報を
入力にし、現在フレームに係わる量子化経路を選択する。一例として、量子化スキーム選
択部８１５に入力される各情報について優先順位を決め、量子化経路の決定時に、順次に
考慮される。例えば、伝送チャネル情報に、ハイ（high）ＦＥＲ（frame　error　rate）
モードが含まれた場合、セーフティネット・スキーム選択比率をさらに高く設定するか、
あるいはセーフティネット・スキームのみを選択することができる。セーフティネット・
スキーム選択比率は、予測エラーに係わる臨界値を調整し、可変的に設定することができ
る。
【０１０２】
　図９は、コーデック・サービスを提供するとき、ネットワーク端で伝送可能なチャネル
状態に係わる情報について説明する図面である。
【０１０３】
　チャネル状態が良好でないほど、チャネルエラーが大きくなり、その結果、フレーム間
変動性が大きくなり、フレームエラーが発生する。従って、量子化経路として予測スキー
ムの選択比率を下げ、セーフティネット・スキームがさらに多く選択されるように設定す
る。極端に言えば、チャネル状態が最も良好ではない場合には、量子化経路をセーフティ
ネット・スキームだけでもって使用することができる。そのために、伝送チャネル情報を
組み合わせ、チャネル状態を示す値を１個以上の段階で表現する。段階が高いほど、チャ
ネルエラーの発生確率が高い状況を意味する。最も単純な場合は、段階が１個である場合
であり、図９に図示されているように、ハイＦＥＲモード決定部９１１で、チャネル状態
がハイＦＥＲモードに決定される場合である。ハイＦＥＲモードに決定された場合には、
チャネル状態が非常に不安定であるということを意味するので、セーフティネット・スキ
ームの選択比率を最も高い状態にするか、あるいはセーフティネット・スキームのみを利
用して符号化を行う。一方、段階が複数個である場合には、セーフティネット・スキーム
の選択比率を段階的に高める方向に設定することができる。
【０１０４】
　また、図９を参照すれば、ハイＦＥＲモード決定部９１１で、ハイＦＥＲモードで決定
するアルゴリズムは、例えば、４種の情報を介して遂行される。具体的には、４種の情報
は、（１）物理的階層に伝送されたハイブリッド自動反復要請（ＨＡＲＱ：hybrid　auto
matic　repeat　request）フィードバックであるファーストフィードバック（ＦＦＢ：fa
st　feedback）情報、（２）物理的階層よりさらに高い階層に伝送されたネットワークシ
グナリングからフィードバックされたスローフィードバック（ＳＦＢ：slow　feedback：
ＳＦＢ）情報、（３）終端（far　end）において、ＥＶＳデコーダ９１３からシグナリン
グされたインバンド（in-band）であるインバンド・フィードバック（ＩＳＢ：in-band　
feedback）情報、及び（４）リダンダント方式（redundant　fashion）で伝送される特定
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クリティカル・フレーム（specific　critical　frame）のＥＶＳエンコーダ９１５によ
る選択であるハイセンシティビティ・フレーム（ＨＳＦ：high　sensitivity　frame）情
報を有することができる。ＦＦＢ情報及びＳＦＢ情報は、ＥＶＳコーデックに独立である
一方、ＩＳＢ情報とＨＳＦ情報は、ＥＶＳコーデックに依存的であり、ＥＶＳコーデック
のための特定アルゴリズムを要求する。
【０１０５】
　前記４種の情報を利用して、チャネル状態をハイＦＥＲモードに決定するアルゴリズム
は、一例を挙げ、次のようなコードによって表現される。
【０１０６】
【表２】

　前述のように、４種の情報のうち一つ以上として処理された分析情報に基づいて、ＥＶ
Ｓコーデックに、ハイＦＥＲモードでの進入を指示することができる。ここで、分析情報
は、一例を挙げれば、（１）ＳＦＢ情報を利用して、Ｎｓフレームの計算された平均エラ
ーレートから導き出されたＳＦＢａｖｇ、（２）ＦＦＢ情報を利用して、Ｎｆフレームの
計算された平均エラーレートから導き出されたＦＦＢａｖｇ、（３）ＩＳＢ情報と、それ
ぞれの臨界値であるＴｓ、Ｔｆ及びＴｉとを利用して、Ｎｉフレームの計算された平均エ
ラーレートから導き出されたＩＳＢａｖｇでもある。ＳＦＢａｖｇ、ＦＦＢａｖｇ、ＩＳ
Ｂａｖｇをそれぞれの臨界値と比較した結果に基づいて、ハイＦＥＲ動作モードへの進入
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を決定することができる。そして、全ての条件は、共通してコーデックで、ハイＦＥＲモ
ードを支援する否かに係わるＨｉＯＫを確認することができる。
【０１０７】
　ここで、ハイＦＥＲモード決定部９１１は、ＥＶＳエンコーダ９１５、あるいは他のフ
ォーマットのエンコーダの構成要素として含まれる。一方、ハイＦＥＲモード決定部９１
１は、ＡＶＳエンコーダ９１、５あるいは他のフォーマットのエンコーダの構成要素では
なく、外部の他のデバイスに具現される。
【０１０８】
　図１０は、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部１０００の構成を示したブロ
ック図である。図１０に図示されたＬＰＣ係数量子化部１０００は、量子化経路決定部１
０１０、第１量子化スキーム１０３０及び第２量子化スキーム１０５０を含んでもよい。
【０１０９】
　量子化経路決定部１０１０は、予測エラーと符号化モードとのうち少なくとも一つを根
拠として、セーフティネット・スキームを含む第１経路と、予測スキームを含む第２経路
とのうち一つを、現在フレームの量子化経路として決定する。
【０１１０】
　第１量子化スキーム１０３０は、量子化経路として第１経路が決定された場合、フレー
ム間予測を使用せずに量子化を行うものであり、マルチステージベクトル量子化器（ＭＳ
ＶＱ：multi-stage　vector　quantizer）１０４１と、格子ベクトル量子化器（ＬＶＱ：
lattice　vector　quantizer）１０４３とを含んでもよい。ＭＳＶＱ　１０４１は、望ま
しくは、２ステージによってなる。ＭＳＶＱ　１０４１は、ＤＣ値が除去されたＬＳＦ係
数を粗くベクトル量子化して量子化インデックスを生成する。ＬＶＱ　１０４３は、ＭＳ
ＶＱ　１０４１から出力される逆量子化されたＬＳＦ係数と、ＤＣ値が除去されたＬＳＦ
係数との間のＬＳＦ量子化エラーを入力にして量子化を行い、量子化インデックスを生成
する。ＭＳＶＱ　１０４１の出力とＬＶＱ　１０４３の出力は、互いに加えられてＤＣ値
が合わせられ、最終量子化されたＬＳＦ係数（ＱＬＳＦ）が生成される。第１量子化スキ
ーム１０３０では、コードブックのためのメモリを多く使用するが、低ビット率で優秀な
性能を示すＭＳＶＱ　１０４１；及び少ないメモリと低い複雑度とで、低ビット率で効率
的なＬＶＱ　１０４３；を結合して使用することにより、非常に効率的な量子化器構造を
具現することができる。
【０１１１】
　第２量子化スキーム１０５０は、量子化経路として第２経路が決定された場合、フレー
ム間予測を使用して量子化を行うものであり、フレーム内予測器１０６５を有するブロッ
ク制限されたトレリス符号化量子化器（ＢＣ－ＴＣＱ：block-constrained　trellis　co
ding　quantizer）１０６３と、フレーム間予測器１０６１とを含んでもよい。フレーム
間予測器１０６１は、ＡＲ方式とＭＡ方式とのうちいずれを使用してもよい。一例では、
一次（１ｓｔ　order）ＡＲ方式を適用する。予測係数は、事前に定義され、予測のため
の過去ベクトルは、以前フレームで、最適ベクトルとして選択されたベクトルを利用する
。フレーム間予測器１０６１の予測値から得られるＬＳＦ予測エラーは、フレーム内予測
器１０６５を有するＢＣ－ＴＣＱ　１０６３で量子化される。これにより、高ビット率で
小さいメモリ強度と低い複雑度とを有し、量子化性能にすぐれるＢＣ－ＴＣＱ　１０６３
の特性を最大化させることができる。
【０１１２】
　結果として、第１量子化スキーム１０３０と、第２量子化スキーム１０５０とを利用す
る場合、入力音声信号の特性に対応し、最適の量子化器を具現することができる。
【０１１３】
　一方、図１０のＬＰＣ係数量子化部１０００において、一例を挙げ、８ＫＨｚ帯域のＷ
Ｂを有し、ＧＣモードである音声信号の量子化に４１ビットを使用する場合、第１量子化
スキーム１０３０で量子化経路情報を示す１ビットを除き、ＭＳＶＱ　１０４１には、１
２ビットを、ＬＶＱ　１０４３には、２８ビットを割り当てることができる。また、第２
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量子化スキーム１０５０のＢＣ－ＴＣＱ　１０６３には、量子化経路情報を示す１ビット
を除き、４０ビット全部を割り当てることができる。
【０１１４】
　下記表２は、８ＫＨｚ帯域のＷＢ音声信号に対するビット割り当て例を示している。
【０１１５】
【表３】

　図１１は、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部１１００の構成を示したブロ
ック図である。図１１に図示されたＬＰＣ係数量子化部１１００は、図１０と反対の構造
を有する。
【０１１６】
　ＬＰＣ係数量子化部１１００は、量子化経路決定部１１１０、第１量子化スキーム１１
３０及び第２量子化スキーム１１５０を含んでもよい。
【０１１７】
　量子化経路決定部１１１０は、予測エラーと予測モードとのうち少なくとも一つを根拠
として、セーフティネット・スキームを含む第１経路と、予測スキームを含む第２経路と
のうち一つを、現在フレームの量子化経路として決定する。
【０１１８】
　第１量子化スキーム１１３０は、量子化経路として第１経路が決定された場合、フレー
ム間予測を使用せずに量子化を行うものであり、ベクトル量子化器（ＶＱ：vector　quan
tizer）１１４１と、フレーム内予測器１１４５を有するＢＣ－ＴＣＱ　１１４３と、を
含んでもよい。ＶＱ　１１４１は、ＤＣ値が除去されたＬＳＦ係数を粗くベクトル量子化
し、量子化インデックスを生成する。ＢＣ－ＴＣＱ　１１４３は、ＶＱ　１１４１から出
力される逆量子化されたＬＳＦ係数と、ＤＣ値が除去されたＬＳＦ係数との間のＬＳＦ量
子化エラーを入力にして量子化を行い、量子化インデックスを生成する。ＶＱ　１１４１
の出力と、ＢＣ－ＴＣＱ　１１４３の出力は、互いに加えられてＤＣ値が合わせられ、最
終量子化されたＬＳＦ係数（ＱＬＳＦ）が生成される。
【０１１９】
　第２量子化スキーム１１５０は、量子化経路として第２経路が決定された場合、フレー
ム間予測を使用して量子化を行うものであり、ＬＶＱ　１１６３と、フレーム間予測器１
１６１を含んでもよい。フレーム間予測器１１６１は、図１０と同一であるか、あるいは
類似して具現することができる。フレーム間予測器１１６１の予測値から得られるＬＳＦ
予測エラーは、ＬＶＱ　１１６３で量子化される。
【０１２０】
　これにより、ＢＣ－ＴＣＱ　１１４３は、割り当てられたビット数が少ないので、低い
複雑度を有し、ＬＶＱ　１１６３は、高ビット率で低い複雑度を有するので、全体的に低
い複雑度で量子化を行うことができる。
【０１２１】
　一例を挙げ、図１１のＬＰＣ係数量子化部１１００において、８ＫＨｚ帯域のＷＢを有
し、ＧＣモードである音声信号の量子化に４１ビットを使用する場合、第１量子化スキー
ム１１３０で、量子化経路情報を示す１ビットを除き、ＶＱ　１１４１には、６ビットを
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化スキーム１１５０のＬＶＱ　１１６３には、量子化経路情報を示す１ビットを除き、４
０ビット全部を割り当てることができる。
【０１２２】
　下記表３は、８ＫＨｚ帯域のＷＢ音声信号へのビット割り当て例を示している。
【０１２３】
【表４】

　一方、ほとんどの符号化モードに使用されるＶＱ　１１４１に係わって最適インデック
スは、下記数式（１３）のＥｗｅｒｒ（ｐ）を最小化するインデックスを探索する。
【０１２４】
【数１１】

　ここで、ｗ（ｉ）は、加重関数決定部３１３（図３）で決定された加重関数、ｒ（ｉ）
は、ＶＱ　１１４１の入力、ｃ（ｉ）は、ＶＱ　１１４１の出力をそれぞれ示す。すなわ
ち、ｒ（ｉ）とｃ（ｉ）との加重歪曲を最小化するインデックスが求められる。
【０１２５】
　そして、ＢＣ－ＴＣＱ　１１４３で使用される歪曲尺度ｄ（ｘ，ｙ）は、下記数式（１
４）で示すことができる。
【０１２６】
【数１２】

　一実施形態では、歪曲尺度ｄ（ｘ，ｙ）に加重関数ｗｋを適用し、下記数式（１５）の
ように、加重歪曲（weighted　distortion）を求めることができる。
【０１２７】
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【数１３】

　すなわち、ＢＣ－ＴＣＱ　１１４３の全てのステージで加重歪曲を求め、最適のインデ
ックスを求める。
【０１２８】
　図１２は、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部１２００の構成を示したブロ
ック図である。図１２に図示されたＬＰＣ係数量子化部１２００は、量子化経路決定部１
２１０、第１量子化スキーム１２３０と、第２量子化スキーム１２５０とを含んでもよい
。
【０１２９】
　量子化経路決定部１２１０は、予測エラーと予測モードとのうち少なくとも一つを根拠
として、セーフティネット・スキームを含む第１経路と、予測スキームを含む第２経路と
のうち一つを、現在フレームの量子化経路として決定する。
【０１３０】
　第１量子化スキーム１２３０は、量子化経路として第１経路が決定された場合、フレー
ム間予測を使用せずに量子化を行うものであり、ＶＱまたはＭＳＶＱ　１２４１と、ＬＶ
ＱまたはＴＣＱ　１２４３と、を含んでもよい。ＶＱまたはＭＳＶＱ　１２４１は、ＤＣ
値が除去されたＬＳＦ係数を粗くベクトル量子化し、量子化インデックスを生成する。Ｌ
ＶＱまたはＴＣＱ　１２４３は、ＶＱまたはＭＳＶＱ　１２４１から出力される逆量子化
されたＬＳＦ係数と、ＤＣ値が除去されたＬＳＦ係数との間のＬＳＦ量子化エラーを入力
にして量子化を行い、量子化インデックスを生成する。ＶＱまたはＭＳＶＱ　１２４１の
出力と、ＬＶＱまたはＴＣＱ　１２４３の出力は、互いに加えられてＤＣ値が合わせられ
、最終量子化されたＬＳＦ係数（ＱＬＳＦ）が生成される。ＶＱまたはＭＳＶＱ　１２４
１は、複雑度が高くてメモリ使用量が多いが、ビット効率（bit　error　rate）は高いの
で、全体的な複雑度を考慮し、ステージの個数を１個からｎ個まで増加させることができ
る。例えば、最初のステージのみを使用する場合、ＶＱになって、２個以上のステージを
使用する場合、ＭＳＶＱになる。一方、ＬＶＱまたはＴＣＱ　１２４３は、低い複雑度を
有するので、ＬＳＦ量子化エラーを効率的に量子化することができる。
【０１３１】
　第２量子化スキーム１２５０は、量子化経路として第２経路が決定された場合、フレー
ム間予測を使用して量子化を行うものであり、フレーム間予測器１２６１と、ＬＶＱまた
はＴＣＱ　１２６３を含んでもよい。フレーム間予測器１２６１は、図１０と同一である
か、あるいは類似して具現することができる。フレーム間予測器１２６１の予測値から得
られるＬＳＦ予測エラーは、ＬＶＱまたはＴＣＱ　１２６３で量子化される。同様に、Ｌ
ＶＱまたはＴＣＱ　１２６３は、低い複雑度を有するので、ＬＳＦ予測エラーを効率的に
量子化することができる。これにより、全体的に低い複雑度で量子化を行うことができる
。
【０１３２】
　図１３は、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部１３００の構成を示したブロ
ック図である。図１３に図示されたＬＰＣ係数量子化部１３００は、量子化経路決定部１
３１０、第１量子化スキーム１３３０及び第２量子化スキーム１３５０を含んでもよい。
【０１３３】
　量子化経路決定部１３１０は、予測エラーと予測モードとのうち少なくとも一つを根拠
として、セーフティネット・スキームを含む第１経路と、予測スキームを含む第２経路と
のうち一つを、現在フレームの量子化経路として決定する。
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【０１３４】
　第１量子化スキーム１３３０は、量子化経路として第１経路が決定された場合、フレー
ム間予測を使用せずに量子化を行うものであり、図１２に図示された第１量子化スキーム
１３３０と同一であるので、その説明を省略する。
【０１３５】
　第２量子化スキーム１３５０は、量子化経路として第２経路が決定された場合、フレー
ム間予測を使用して量子化を行うものであり、フレーム間予測器１３６１、ＶＱまたはＭ
ＳＶＱ　１３６３及びＬＶＱまたはＴＣＱ　１３６５を含んでもよい。フレーム間予測器
１３６１は、図１０と同一であるか、あるいは類似して具現することができる。フレーム
間予測器１２６１の予測値から得られるＬＳＦ予測エラーは、ＶＱまたはＭＳＶＱ　１３
６３で粗量子化される。ＬＳＦ予測エラーと、ＶＱまたはＭＳＶＱ　１３６３で逆量子化
されたＬＳＦ予測エラーとのエラーベクトルは、ＬＶＱまたはＴＣＱ　１３６５で量子化
される。同様に、ＬＶＱまたはＴＣＱ　１３６５は、低い複雑度を有するので、ＬＳＦ予
測エラーを効率的に量子化することができる。これにより、全体的に低い複雑度で量子化
を行うことができる。
【０１３６】
　図１４は、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部１４００の構成を示したブロ
ック図である。図１４に図示されたＬＰＣ係数量子化部１４００は、図１２に図示された
ＬＰＣ係数量子化部１２００と比較すれば、第１量子化スキーム１４３０が、ＬＶＱまた
はＴＣＱ　１２４３の代わりに、フレーム内予測器１４４５を有するＢＣ－ＴＣＱ　１４
４３を含み、第２量子化スキーム１４５０が、ＬＶＱまたはＴＣＱ　１２６３の代わりに
、フレーム内予測器１４６５を有するＢＣ－ＴＣＱ　１４６３を含むという違いがある。
【０１３７】
　一例を挙げ、図１４のＬＰＣ係数量子化部１４００において、８ＫＨｚ帯域のＷＢを有
し、ＧＣモードである音声信号の量子化に、４１ビットを使用する場合、第１量子化スキ
ーム１４３０では、量子化経路情報を示す１ビットを除き、ＶＱ　１４４１には、５ビッ
トを、ＢＣ－ＴＣＱ　１４４３には、３５ビットを割り当てることができる。また、第２
量子化スキーム１４５０のＢＣ－ＴＣＱ　１４６３には、量子化経路情報を示す１ビット
を除き、４０ビット全部を割り当てることができる。
【０１３８】
　図１５は、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部１５００の構成を示したブロ
ック図である。図１５に図示されたＬＰＣ係数量子化部１５００は、図１３に図示された
ＬＰＣ係数量子化部１３００の具体的な例であり、第１量子化スキーム１５３０のＭＳＶ
Ｑ　１５４１と、第２量子化スキーム１５５０のＭＳＶＱ　１５６３は、２ステージを有
する。
【０１３９】
　一例を挙げ、図１５のＬＰＣ係数量子化部１５００において、８ＫＨｚ帯域のＷＢを有
し、ＧＣモードである音声信号の量子化に、４１ビットを使用する場合、第１量子化スキ
ーム１５３０で量子化経路情報を示す１ビットを除き、２ステージＶＱ　１５４１には、
６＋６＝１２ビットを、ＬＶＱ　１５４３には、２８ビットを割り当てることができる。
また、第２量子化スキーム１５５０の２ステージＶＱ　１５６３には、５＋５＝１０ビッ
トを、ＬＶＱ　１５６５には、３０ビットを割り当てることができる。
【０１４０】
　図１６Ａ及び図１６Ｂは、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部１６１０，１
６３０の構成を示したブロック図である。特に、図１６Ａ及び図１６ＢのＬＰＣ係数量子
化部１６１０，１６３０は、セーフティネット・スキーム、すなわち、第１量子化スキー
ムの構成に使用される。
【０１４１】
　図１６Ａに図示されたＬＰＣ係数量子化部１６１０は、ＶＱ　１６２１と、フレーム内
予測器１６２５を有するＴＣＱまたはＢＣ－ＴＣＱ　１６２３を含み、図１６Ｂに図示さ
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れたＬＰＣ係数量子化部１６３０は、ＶＱまたはＭＳＶＱ　１６４１と、ＴＣＱまたはＬ
ＶＱ　１６４３とを含んでもよい。
【０１４２】
　これにより、ＶＱ　１６２１、あるいはＶＱまたはＭＳＶＱ　１６４１は、全体入力ベ
クトルを少ないビットで粗量子化し、ＴＣＱまたはＢＣ－ＴＣＱ　１６２３、あるいはＴ
ＣＱまたはＬＶＱ　１６４３は、ＬＳＦ量子化エラーに対して精密に符号化する。
【０１４３】
　一方、毎フレームで、セーフティネットスチーム、すなわち、第１量子化スキームのみ
を使用する場合には、さらなる性能向上のために、ＬＶＡ（list　Viterbi　algorithm）
方式を適用することができる。すなわち、第１量子化スキームのみを使用すれば、スイッ
チング方式に比べ、複雑度で余裕があるので、探索時に複雑度を上昇させ、性能向上をな
すＬＶＡ方式を適用することができる。ＬＶＡ方式を一例に挙げ、ＢＣ－ＴＣＱに適用す
ることにより、複雑度は上昇するが、上昇程度がスイッチング構造の複雑度より低いよう
に設定することができる。
【０１４４】
　図１７Ａないし図１７Ｃは、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部の構成を示
したブロック図であり、特に、加重関数を利用するＢＣ－ＴＣＱの構造を示したものであ
る。
【０１４５】
　図１７Ａを参照すれば、ＬＰＣ係数量子化部は、加重関数決定部１７１０と、フレーム
内予測器１７２３を有するＢＣ－ＴＣＱ１７２１からなる量子化スキーム１７２０と、を
含んでもよい。
【０１４６】
　図１７Ｂを参照すれば、ＬＰＣ係数量子化部は、加重関数決定部１７３０；及びフレー
ム内予測器１７４５を有するＢＣ－ＴＣＱ　１７４３と、フレーム間予測器１７４１と、
からなる量子化スキーム１７４０；を含んでもよい。ここで、ＢＣ－ＴＣＱ　１７４３に
、４０ビットが割り当てられる。
【０１４７】
　図１７Ｃを参照すれば、ＬＰＣ係数量子化部は、加重関数決定部１７５０；及びフレー
ム内予測器１７６５を有するＢＣ－ＴＣＱ　１７６３と、ＶＱ　１７６１とからなる量子
化スキーム１７６０；を含んでもよい。ここで、ＶＱ　１７６１に、５ビット、ＢＣ－Ｔ
ＣＱ　１７６３に、４０ビットが割り当てられる。
【０１４８】
　図１８は、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部１８００の構成を示したブロ
ック図である。図１８に図示されたＬＰＣ係数量子化部１８００は、第１量子化スキーム
１８１０と、第２量子化スキーム１８３０と、量子化経路決定部１８５０と、を含んでも
よい。
【０１４９】
　第１量子化スキーム１８１０は、フレーム間予測を使用せずに量子化を行うものであり
、量子化性能向上のために、ＭＳＶＱ　１８２１と、ＬＶＱ　１８２３とを組み合わせて
使用することができる。ＭＳＶＱ　１８２１は、望ましくは、２ステージによってなる。
ＭＳＶＱ　１８２１は、ＤＣ値が除去されたＬＳＦ係数を粗くベクトル量子化し、量子化
インデックスを生成する。ＬＶＱ　１８２３は、ＭＳＶＱ　１８２１から出力される逆量
子化されたＬＳＦ係数と、ＤＣ値が除去されたＬＳＦ係数との間のＬＳＦ量子化エラーを
入力にして量子化を行い、量子化インデックスを生成する。ＭＳＶＱ　１８２１の出力と
、ＬＶＱ　１８２３の出力は、互いに加えられてＤＣ値が合わせられ、最終量子化された
ＬＳＦ係数（ＱＬＳＦ）が生成される。第１量子化スキーム１８１０では、低ビット率で
優秀な性能を示すＭＳＶＱ　１８２１と、低ビット率で効率的なＬＶＱ　１８２３とを結
合して使用することにより、非常に効率的な量子化器構造を具現することができる。
【０１５０】
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　第２量子化スキーム１８３０は、フレーム間予測を使用して量子化を行うものであり、
フレーム内予測器１８４５を有するＢＣ－ＴＣＱ　１８４３と、フレーム間予測器１８４
１と、を含んでもよい。フレーム間予測器１８４１の予測値から得られるＬＳＦ予測エラ
ーは、フレーム内予測器１８４５を有するＢＣ－ＴＣＱ　１８４３で量子化される。これ
により、高ビット率で量子化性能にすぐれるＢＣ－ＴＣＱ　１８４３の特性を最大化させ
ることができる。
【０１５１】
　量子化経路決定部１８５０は、予測モードと加重歪曲とを考慮し、第１量子化スキーム
１８１０の出力と、第２量子化スキーム１８３０の出力とのうち一つを最終量子化出力と
して決定する。
【０１５２】
　結果として、第１量子化スキーム１８１０と、第２量子化スキーム１８３０とを利用す
る場合、入力音声信号の特性に対応して、最適の量子化器を具現することができる。一例
を挙げ、図１８のＬＰＣ係数量子化部１８００において、８ＫＨｚ帯域のＷＢを有し、Ｖ
Ｃモードである音声信号の量子化に、４３ビットを使用する場合、第１量子化スキーム１
８１０で、量子化経路情報を示す１ビットを除き、ＭＳＶＱ　１８２１には、１２ビット
を、ＬＶＱ　１８２３には、３０ビットを割り当てることができる。また、第２量子化ス
キーム１８３０のＢＣ－ＴＣＱ　１８４３には、量子化経路情報を示す１ビットを除き、
４２ビット全部を割り当てることができる。
【０１５３】
　下記表４は、８ＫＨｚ帯域のＷＢ音声信号へのビット割り当て例を示している。
【０１５４】
【表５】

　図１９は、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部１９００の構成を示したブロ
ック図である。図１９に図示されたＬＰＣ係数量子化部１９００は、第１量子化スキーム
１９１０と、第２量子化スキーム１９３０と、量子化経路決定部１９５０と、を含んでも
よい。
【０１５５】
　第１量子化スキーム１９１０は、フレーム間予測を使用せずに量子化を行うものであり
、量子化性能向上のために、ＶＱ　１９２１と、フレーム内予測器１９２５を有するＢＣ
－ＴＣＱ　１９２３と、を組み合わせて使用することができる。
【０１５６】
　第２量子化スキーム１９３０は、フレーム間予測を使用して量子化を行うものであり、
フレーム内予測器１９４５を有するＢＣ－ＴＣＱ　１９４３と、フレーム間予測器１９４
１と、を含んでもよい。
【０１５７】
　量子化経路決定部１９５０は、予測モードと、第１量子化スキーム１９１０及び第２量
子化スキーム１９３０から求められた最適量子化された値を利用した加重歪曲と、を入力
にし、量子化経路を決定する。一例として、現在フレームの予測モードが「０」、すなわ
ち、現在フレームの音声信号が、非静的特性を有するか否かを判断する。ＴＣモードまた
はＵＣモードのように、現在フレームの音声信号が変動性が大きい場合には、フレーム間
予測が困難であるので、常にセーフティネット・スキーム、すなわち、第１量子化スキー
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ム１９１０を量子化経路として決定する。
【０１５８】
　一方、現在フレームの予測モードが「１」、すなわち、現在フレームの音声信号が、非
静的特性を有さないＧＣモードまたはＶＣモードである場合、予測エラーを考慮し、第１
量子化スキーム１９１０と、第２量子化スキーム１９３０とのうち一つを量子化経路とし
て決定する。そのために、フレームエラーにロバスト（robust）になるように、第１量子
化スキーム１９１０の加重歪曲が優先的に考慮される。すなわち、第１量子化スキーム１
９１０の加重歪曲の値が既定義の臨界値より小さい場合には、第２量子化スキーム１９３
０）の加重歪曲の値に係わらず、第１量子化スキーム１９１０が選択される。また、単純
に加重歪曲の値が小さい量子化スキームを選択するのではなく、同一の加重歪曲の値であ
る場合、フレームエラーを考慮し、第１量子化スキーム１９１０が選択される。一方、第
１量子化スキーム１９１０の加重歪曲の値が、第２量子化スキーム１９３０の加重歪曲の
値より所定倍数以上大きい場合には、第２量子化スキーム１９３０が選択される。ここで
、所定倍数は、例えば、１．１５に設定される。そのように、量子化経路が決定されれば
、決定された量子化経路の量子化スキームで生成された量子化インデックスを伝送する。
【０１５９】
　一方、予測モードが３種である場合を考慮し、「０」である場合には、常に第１量子化
スキーム１９１０を選択し、「１」である場合には、常に第２量子化スキーム１９３０を
選択し、「２」である場合には、第１量子化スキーム１９１０と、第２量子化スキーム１
９３０とをスイッチングし、そのうち一つを量子化経路として決定するように具現するこ
とも可能である。
【０１６０】
　一例を挙げ、図１９のＬＰＣ係数量子化部１９００において、８ＫＨｚ帯域のＷＢを有
し、ＧＣモードである音声信号の量子化に、３７ビットを使用する場合、第１量子化スキ
ーム１９１０では、量子化経路情報を示す１ビットを除き、ＶＱ　１９２１には、２ビッ
トを、ＢＣ－ＴＣＱ　１９２３には、３４ビットを割り当てることができる。また、第２
量子化スキーム１９３０のＢＣ－ＴＣＱ　１９４３には、量子化経路情報を示す１ビット
を除き、３６ビット全部を割り当てることができる。
【０１６１】
　下記表５は、８ＫＨｚ帯域のＷＢ音声信号へのビット割り当て例を示している。
【０１６２】
【表６】

　図２０は、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数量子化部２０００の構成を示したブロ
ック図である。図２０に図示されたＬＰＣ係数量子化部２０００は、第１量子化スキーム
２０１０と、第２量子化スキーム２０３０と、量子化経路決定部２０５０と、を含んでも
よい。
【０１６３】
　第１量子化スキーム２０１０は、フレーム間予測を使用せずに量子化を行うものであり
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、量子化性能向上のために、ＶＱ　２０２１と、フレーム内予測器２０２５を有するＢＣ
－ＴＣＱ　２０２３と、を組み合わせて使用することができる。
【０１６４】
　第２量子化スキーム２０３０は、フレーム間予測を使用して量子化を行うものであり、
ＬＶＱ　２０４３と、フレーム間予測器２０４１とを含んでもよい。
【０１６５】
　量子化経路決定部２０５０は、符号化モードと、第１量子化スキーム２０１０及び第２
量子化スキーム２０３０から求められた最適量子化された値を利用した加重歪曲と、を入
力にして、量子化経路を決定する。
【０１６６】
　一例を挙げ、図２０のＬＰＣ係数量子化部２０００において、８ＫＨｚ帯域のＷＢを有
し、ＶＣモードである音声信号の量子化に、４３ビットを使用する場合、第１量子化スキ
ーム２０１０では、量子化経路情報を示す１ビットを除き、ＶＱ　２０２１には、６ビッ
トを、ＢＣ－ＴＣＱ　２０２３には、３６ビットを割り当てることができる。また、第２
量子化スキーム２０３０のＬＶＱ　２０４３には、量子化経路情報を示す１ビットを除き
、４２ビット全部を割り当てることができる。
【０１６７】
　下記表６は、８ＫＨｚ帯域のＷＢ音声信号へのビット割り当て例を示している。
【０１６８】
【表７】

　図２１は、本発明の一実施形態による量子化器タイプ選択部２１００の構成について説
明する図面である。図２１に図示された量子化器タイプ選択部２１００は、ビット率決定
部２１１０、帯域決定部２１３０、内部サンプリング周波数決定部２１５０及び量子化器
タイプ決定部２１７０を含んでもよい。各構成要素は、少なくとも一つ以上のモジュール
に一体化され、少なくとも一つ以上のプロセッサ（図示せず）で具現されもする。量子化
器タイプ選択部２１００は、２種の量子化スキームがスイッチングされる予測モード２で
使用される。量子化器タイプ選択部２１００は、図１のサウンド符号化装置１００のＬＰ
Ｃ係数量子化部１１７の構成要素として含まれたり、あるいは図１のサウンド符号化装置
１００の構成要素として含まれてもよい。
【０１６９】
　図２１を参照すれば、ビット率決定部２１１０は、音声信号の符号化するビット率（co
ding　bit　rate）を決定する。符号化するビット率は、全体フレームに対して決定され
るか、あるいはフレーム単位で決定される。符号化するビット率により、量子化器タイプ
が変更される。
【０１７０】
　帯域決定部２１３０は、音声信号の帯域（band　width）を決定する。音声信号の帯域
により、量子化器タイプが変更される。
【０１７１】
　内部サンプリング周波数決定部２１５０は、量子化器で使用される帯域の上限（upper
　limit）による内部サンプリング周波数を決定する。音声信号の帯域がＷＢ以上、すな
わち、ＷＢ、ＳＷＢそしてＦＢである場合、符号化する帯域の上限が、６．４ＫＨｚであ
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るか、８ＫＨｚであるかによって、内部サンプリング周波数が可変される。符号化する帯
域の上限が、６．４ＫＨｚである場合、内部サンプリング周波数は、１２，８００Ｈｚに
なり、８ＫＨｚである場合１６，０００Ｈｚになる。一方、帯域の上限は、前述の数値に
限定されるものではない。
【０１７２】
　量子化器構造決定部２１７０は、ビット率決定部２１１０の出力、帯域決定部２１３０
の出力、及び内部サンプリング周波数決定部２１５０の出力を入力にし、量子化器構造を
、オープンループ（開ループ：open　loop）とクローズドループ（閉ループ：closed-loo
p）とのうち一つに選択する。量子化器構造決定部２１７０は、符号化するビット率が所
定基準値より大きく、音声信号の帯域がＷＢ以上であり、内部サンプリング周波数が１６
，０００Ｈｚである場合、量子化器構造をオープンループに選択することができる。一方
、それ以外の場合には、量子化器構造をクローズドループに選択することができる。
【０１７３】
　図２２は、本発明の一実施形態による量子化器構造選択方法の動作について説明する図
面である。図２２において、２２０１段階では、ビット率が所定基準値より大きいか否か
を判断する。ここで、所定基準値の例としては、１６．４ｋｂｐｓに設定されたが、それ
に限定されるものではない。２２０１段階での判断結果、ビット率が所定基準値より小さ
いか、あるいは同一である場合、クローズドループ構造を選択する（２２０９段階）。
【０１７４】
　一方、２２０１段階での判断結果、ビット率が所定基準値より大きい場合、２２０３段
階では、音声信号の帯域がＮＢより広いか否かを判断する。２２０３段階での判断結果、
音声信号の帯域がＮＢである場合、クローズドループ構造を選択する（２２０９段階）。
【０１７５】
　一方、２２０３段階での判断結果、音声信号の帯域がＮＢより広い場合、すなわち、Ｗ
Ｂ、ＳＷＢそしてＦＢである場合、２２０５段階で、内部サンプリング周波数が１６，０
００Ｈｚであるか否かを判断する。２２０５段階での判断結果、内部サンプリング周波数
が１６，０００Ｈｚではない場合、クローズドループ構造を選択する（２２０９段階）。
【０１７６】
　一方、２２０５段階での判断結果、内部サンプリング周波数が１６，０００Ｈｚである
場合、オープンループ構造を選択する（２２０７段階）。
【０１７７】
　図２３は、本発明の一実施形態によるサウンド復号化装置２３００の構成を示したブロ
ック図である。図２３を参照すれば、サウンド復号化装置２３００は、パラメータ復号化
部２３１１、ＬＰＣ係数逆量子化部２３１３、可変モード復号化部２３１５及び後処理部
２３１９を含んでもよい。サウンド復号化装置２３００は、エラー復元部２３１７をさら
に含んでもよい。各構成要素は、少なくとも一つ以上のモジュールに一体化され、少なく
とも一つ以上のプロセッサ（図示せず）で具現されもする。
【０１７８】
　パラメータ復号化部２３１１は、ビットストリームから、復号化に使用されるパラメー
タを復号化することができる。パラメータ復号化部２３１１は、ビットストリームに符号
化モードが含まれる場合、符号化モードと、符号化モードに対応するパラメータと、を復
号化することができる。復号化された符号化モードに対応し、ＬＰＣ係数逆量子化と、励
起復号化とが行われる。
【０１７９】
　ＬＰＣ係数逆量子化部２３１３は、ＬＰＣパラメータに含まれた量子化されたＩＳＦあ
るいはＬＳＦ係数、ＩＳＦあるいはＬＳＦ量子化エラー、ＩＳＦあるいはＬＳＦ予測エラ
ーを逆量子化し、復号化されたＬＳＦ係数を生成し、それを変換してＬＰＣ係数を生成す
ることができる。
【０１８０】
　可変モード復号化部２３１５は、ＬＰＣ係数逆量子化部２３１３で生成されたＬＰＣ係



(31) JP 6178304 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

数を復号化し、合成信号（synthesized　signal）を生成することができる。可変モード
復号化部２３１５は、復号化装置に対応する符号化装置により、図２Ａないし図２Ｄに図
示されているような符号化モードに対応して復号化を行うことができる。
【０１８１】
　エラー復元部２３１７は、可変モード復号化部２３１５での復号化結果、音声信号の現
在フレームでエラーが発生したとき、現在フレームを復元するか、あるいは隠匿すること
ができる。
【０１８２】
　後処理部２３１９は、可変モード復号化部２３１５で生成された合成信号に対して、多
様なフィルタリングと、音質向上処理とを行い、最終合成信号、すなわち、復元されたサ
ウンドを生成することができる。
【０１８３】
　図２４は、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数逆量子化部２４００の構成を示したブ
ロック図である。図２４に図示されたＬＰＣ係数逆量子化部２４００は、ＩＳＦ／ＬＳＦ
逆量子化部２４１１と、係数変換部２４１３とを含んでもよい。
【０１８４】
　ＩＳＦ／ＬＳＦ逆量子化部２４１１は、ビットストリームに含まれる量子化経路情報に
対応し、ＬＳＰパラメータに含まれた量子化されたＩＳＦあるいはＬＳＦ係数、ＩＳＦあ
るいはＬＳＦ量子化エラー、ＩＳＦあるいはＬＳＦ予測エラーを逆量子化し、復号化され
たＩＳＦあるいはＬＳＦ係数を生成することができる。
【０１８５】
　係数変換部２４１３は、ＩＳＦ／ＬＳＦ逆量子化部２４１１の逆量子化結果として得ら
れる復号化されたＩＳＦあるいはＬＳＦ係数を、ＩＳＰ（immittance　spectral　pairs
）あるいはＬＳＰ（linear　spectral　pairs）に変換し、各サブフレームのために、補
間を行うことができる。補間は、以前フレームのＩＳＰ／ＬＳＰと、現在フレームのＩＳ
Ｐ／ＬＳＰとを利用して行われる。係数変換部２４１３は、逆量子化されて補間された各
サブフレームのＩＳＰ／ＬＳＰをＬＰＣ係数に変換することができる。
【０１８６】
　図２５は、本発明の一実施形態によるＬＰＣ係数逆量子化部２５００の細部的な構成を
示したブロック図である。図２５に図示されたＬＰＣ係数逆量子化部２５００は、逆量子
化経路決定部２５１１、第１逆量子化スキーム２５１３及び第２逆量子化スキーム２５１
５を含んでもよい。
【０１８７】
　逆量子化経路決定部２５１１は、ビットストリームに含まれた量子化経路情報を根拠と
して、ＬＰＣパラメータを、第１逆量子化スキーム２５１３と、第２逆量子化スキーム２
５１５とのうち一つに提供することができる。一例として、量子化経路情報は、１ビット
で表現される。
【０１８８】
　第１逆量子化スキーム２５１３は、ＬＰＣパラメータを粗逆量子化する部分と、ＬＰＣ
パラメータを精密に逆量子化する部分とを含んでもよい。
【０１８９】
　第２逆量子化スキーム２５１５は、ＬＰＣパラメータについてブロック制限されたトレ
リス符号化逆量子化を行う部分と、フレーム間予測部分とを含んでもよい。
【０１９０】
　第１逆量子化スキーム２５１３と、第２逆量子化スキーム２５１５は、前記実施形態に
限定されるものではなく、復号化装置に対応する符号化装置によって、前述の多様な実施
形態の各第１量子化スキーム及び第２量子化スキームの逆過程を利用して具現されもする
。
【０１９１】
　前記ＬＰＣ係数逆量子化部の構成は、量子化器構造がオープンループ方式、あるいはク
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ローズドループ方式に係りなく適用することができる。
【０１９２】
　図２６は、図２５に図示された第１逆量子化スキームと、第２逆量子化スキームとの一
例を示した図面である。図２６を参照すれば、第１逆量子化スキーム２６１０は、符号化
端のＭＳＶＱ（図示せず）で生成された第１コードブック・インデックスを利用して、Ｌ
ＰＣパラメータに含まれた量子化されたＬＳＦ係数を逆量子化するマルチステージベクト
ル逆量子化器（ＭＳＶＱ）２６１１と、符号化端のＬＶＱ（図示せず）で生成された第２
コードブック・インデックスを利用して、ＬＰＣパラメータに含まれたＬＳＦ量子化エラ
ーを逆量子化する格子ベクトル逆量子化器（ＬＶＩＱ）２６１３と、を含んでもよい。マ
ルチステージベクトル逆量子化器２６１１で得られる逆量子化されたＬＳＦ係数と、格子
ベクトル逆量子化器２６１３で得られる逆量子化されたＬＳＦ量子化エラーとを加えた後
、所定のＤＣ値である平均値を加えれば、最終復号化されたＬＳＦ係数が生成される。
【０１９３】
　第２逆量子化スキーム２６３０は、符号化端のＢＣ－ＴＣＱ（図示せず）で生成された
第３コードブック・インデックスを利用して、ＬＰＣパラメータに含まれたＬＳＦ予測エ
ラーを逆量子化するブロック制限されたトレリス符号化逆量子化器（ＢＣ－ＴＣＩＱ）２
６３１、フレーム内予測器２６３３及びフレーム間予測器２６３５を含んでもよい。逆量
子化過程は、ＬＳＦベクトルのうち最も低いベクトルから始め、フレーム内予測器２６３
３は、復号化されたベクトルを利用して、次の順序のベクトル要素のための予測値を生成
する。フレーム間予測器２６３５は、以前フレームで復号化されたＬＳＦ係数を利用して
、フレーム間予測を介して、予測値を生成する。ブロック制限されたトレリス符号化逆量
子化器２６３１と、フレーム内予測器２６３３とを介して得られるＬＳＦ係数に、フレー
ム間予測器２６３５で得られるフレーム間予測値とを加え、さらに所定のＤＣ値である平
均値を加えれば、最終復号化されたＬＳＦ係数が生成される。
【０１９４】
　第１逆量子化スキーム２６１０と、第２逆量子化スキーム２６３０は、前記実施形態に
限定されるものではなく、復号化装置に対応する符号化装置によって、前述の多様な実施
形態の各第１量子化スキーム及び第２量子化スキームの逆過程を利用して具現されもする
。
【０１９５】
　図２７は、本発明の一実施形態による量子化方法の動作について説明するフローチャー
トである。図２７を参照すれば、２７１０段階では、受信されたサウンドの量子化以前に
、所定基準を根拠として、受信されたサウンドの量子化経路を選択する。一実施形態では
、フレーム間予測を使用しない第１経路と、フレーム間予測を使用する第２経路とのうち
一つが選択される。
【０１９６】
　２７３０段階では、第１経路並びに第２経路のうち選択された量子化経路を確認する。
２７５０段階では、２７３０段階での確認結果、量子化経路として第１経路が選択された
場合、第１量子化スキームを利用して、受信されたサウンドを量子化する。
【０１９７】
　２７７０段階では、２７３０段階での確認結果、量子化経路として第２経路が選択され
た場合、第２量子化スキームを利用して、受信されたサウンドを量子化する。
【０１９８】
　２７１０段階での量子化経路決定過程は、前述の多様な実施形態を介して行われる。２
７５０段階及び２７７０段階での量子化過程は、前述の多様な実施形態の各第１量子化ス
キーム及び第２量子化スキームを利用して行われる。
【０１９９】
　前記実施形態では、選択可能な量子化経路として第１経路並びに第２経路を設定したが
、第１経路並びに第２経路を含む複数の経路として設定することができ、図２７のフロー
チャートも、設定された複数の経路に対応して変形されてもよい。
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【０２００】
　図２８は、本発明の一実施形態による逆量子化方法の動作について説明するフローチャ
ートである。図２８を参照すれば、２８１０段階では、ビットストリームに含まれた線形
予測符号化（ＬＰＣ）パラメータを復号化する。
【０２０１】
　２８３０段階では、ビットストリームに含まれた量子化経路をチェックし、２７５０段
階では、第１経路並びに第２経路のうちチェックされた経路を確認する。
【０２０２】
　２８７０段階では、２８５０段階での確認結果、量子化経路が第１経路である場合、第
１逆量子化スキームを利用して、復号化されたＬＰＣパラメータを逆量子化する。
【０２０３】
　２８９０段階では、２８５０段階での確認結果、量子化経路が第２経路である場合、第
２逆量子化スキームを利用して、復号化されたＬＰＣパラメータを逆量子化する。
【０２０４】
　２８７０段階及び２８９０段階での逆量子化過程は、復号化装置に対応する符号化装置
によって、前述の多様な実施形態の各第１量子化スキーム及び第２量子化スキームの逆過
程を利用しても遂行される。
【０２０５】
　前記実施形態では、チェックされた量子化経路として第１経路並びに第２経路を設定し
たが、第１経路並びに第２経路を含む複数の経路として設定することができ、図２７のフ
ローチャートも、設定された複数の経路に対応して変形されてもよい。
【０２０６】
　図２７及び図２８の方法は、プログラミングされ、少なくとも１つのプロセッシング・
デバイスによって遂行される。また、前記実施形態は、望ましくは、フレーム単位で遂行
される。
【０２０７】
　図２９は、本発明の一実施形態による符号化モジュールを含む電子機器の構成を示した
ブロック図である。図２９に図示された電子機器２９００は、通信部２９１０と、符号化
モジュール２９３０とを含んでもよい。また、符号化の結果として得られるサウンド・ビ
ットストリームの用途によって、サウンド・ビットストリームを保存する保存部２９５０
をさらに含んでもよい。また、電子機器２９００は、マイクロホン（２９７０をさらに含
んでもよい。すなわち、保存部２８５０とマイク２９７０は、オプションとして具備され
る。一方、図２９に図示された電子機器２９００は、任意の復号化モジュール（図示せず
）、例えば、一般的な復号化機能を遂行する復号化モジュール、あるいは本発明の一実施
形態による復号化モジュールをさらに含んでもよい。ここで、符号化モジュール２９３０
は、電子機器２９００に具備される他の構成要素（図示せず）と共に一体化され、少なく
とも１つの以上のプロセッサ（図示せず）で具現されもする。
【０２０８】
　図２９を参照すれば、通信部２９１０は、外部から提供されるサウンドと、符号化され
たビットストリームとのうち少なくとも一つを受信したり、あるいは復元されたサウンド
と、符号化モジュール２９３０の符号化結果として得られるサウンド・ビットストリーム
とのうち少なくとも一つを送信することができる。
【０２０９】
　通信部２９１０は、無線インターネット、無線イントラネット、無線電話網、無線ＬＡ
Ｎ（local　area　network）、Ｗｉ－Ｆｉ（wireless　fidelity）、Ｗｉ－Ｆｉダイレク
ト（ＷＦＤ：Ｗｉ－Ｆｉ　direct）、３Ｇ（3rd　generation）、４Ｇ（4th　generation
）、ブルートゥース（登録商標（Bluetooth））、赤外線通信（ＩｒＤＡ：infrared　dat
a　association）、ＲＦＩＤ（radio　frequency　identification）、ＵＷＢ（ultra-wi
deband）、ジグビー（登録商標（Zigbee））、ＮＦＣ（near　field　communication）の
ような無線ネットワーク；または有線電話網、有線インターネットのような有線ネットワ
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ークを介して、外部の電子機器とデータを送受信することができるように構成される。
【０２１０】
　符号化モジュール２９３０は、通信部２９１０あるいはマイク２９７０を介して提供さ
れるサウンドの量子化以前に、所定基準を根拠として、フレーム間予測を使用しない第１
経路と、フレーム間予測を使用する第２経路とのうち一つをサウンドの量子化経路として
選択し、選択された量子化経路によって、第１量子化スキーム並びに第２量子化スキーム
のうち一つを利用してサウンドを量子化し、量子化されたサウンドを符号化し、ビットス
トリームを生成することができる。
【０２１１】
　ここで、第１量子化スキームは、受信されたサウンドを粗量子化する第１量子化器（図
示せず）；及び受信されたサウンドと、第１量子化器の出力信号との間の量子化エラー信
号を精密に量子化する第２量子化器（図示せず）；を含んでもよい。第１量子化スキーム
は、望ましくは、受信されたサウンドを量子化するマルチステージベクトル量子化器（Ｍ
ＳＶＱ）（図示せず）；及び受信されたサウンドと、マルチステージベクトル量子化器の
出力とのエラー信号を量子化する格子ベクトル量子化器（ＬＶＱ）（図示せず）；含んで
もよい。また、第１量子化スキームは、前述のように、多様な実施形態のうち一つで具現
することができる。
【０２１２】
　一方、第２量子化スキームは、望ましくは、入力サウンドに対して、フレーム間予測を
行うフレーム間予測器（図示せず）と、予測エラーに対して、フレーム内予測を行うフレ
ーム内予測器（図示せず）と、予測エラーを量子化するブロック制限されたトレリス符号
化量子化器（ＢＣ－ＴＣＱ）（図示せず）と、を含んでもよい。同様に、第２量子化スキ
ームは、前述のように多様な実施形態のうち一つで具現することができる。
【０２１３】
　保存部２９５０は、符号化モジュール２９３０で生成される符号化されたビットストリ
ームを保存することができる。一方、保存部２９５０は、電子機器２９００の運用に必要
な多様なプログラムを保存することができる。
【０２１４】
　マイク２９７０は、外部ユーザのサウンドを、符号化モジュール２９３０に提供するこ
とができる。
【０２１５】
　図３０は、本発明の一実施形態による復号化モジュールを含む電子機器の構成を示した
ブロック図である。図３０に図示された電子機器３０００は、通信部３０１０と、復号化
モジュール３０３０とを含んでもよい。また、復号化結果として得られる復元されたサウ
ンドの用途によって、復元されたサウンドを保存する保存部３０５０をさらに含んでもよ
い。また、電子機器３０００は、スピーカ３０７０をさらに含んでもよい。すなわち、保
存部３０５０とスピーカ３０７０は、オプションとして具備される。一方、図３０に図示
された電子機器３０００は、任意の符号化モジュール（図示せず）、例えば、一般的な符
号化機能を遂行する符号化モジュール、あるいは本発明の一実施形態による符号化モジュ
ールをさらに含んでもよい。ここで、復号化モジュール３０３０は、電子機器３０００に
具備される他の構成要素（図示せず）と共に一体化され、少なくとも１つの以上のプロセ
ッサ（図示せず）で具現されもする。
【０２１６】
　図３０を参照すれば、通信部３０１０は、外部から提供される符号化されたビットスト
リームと、サウンドとのうち少なくとも一つを受信したり、あるいは復号化モジュール３
０３０の復号化結果として得られる復元されたサウンドと、符号化結果として得られるサ
ウンド・ビットストリームとのうち少なくとも一つを送信することができる。一方、通信
部３０１０は、図２８の通信部３０１０と実質的に類似して具現されもする。
【０２１７】
　復号化モジュール３０３０は、通信部３０１０を介して提供されるビットストリームに
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含まれた線形予測符号化パラメータを復号化し、ビットストリームに含まれた経路情報を
根拠として、フレーム間予測を使用しない第１逆量子化スキームと、フレーム間予測を使
用する第２逆量子化スキームとのうち一つを利用して、復号化された線形予測符号化パラ
メータを逆量子化し、逆量子化された線形予測符号化パラメータを復号化し、復元された
サウンドを生成することができる。ここで、復号化モジュール３０３０は、ビットストリ
ームに符号化モードが含まれる場合、逆量子化された線形予測符号化パラメータを、復号
化された符号化モードに対応して復号化することができる。
【０２１８】
　ここで、第１逆量子化スキームは、線形予測符号化パラメータを粗逆量子化する第１逆
量子化器（図示せず）と、線形予測符号化パラメータを精密に逆量子化する第２逆量子化
器（図示せず）とを含んでもよい。第１逆量子化スキームは、望ましくは、第１コードブ
ック・インデックスを利用して、線形予測符号化パラメータを逆量子化するマルチステー
ジベクトル逆量子化器（ＭＳＶＩＱ）（図示せず）と、第２コードブック・インデックス
を利用して、線形予測符号化パラメータを逆量子化する格子ベクトル逆量子化器（ＬＶＩ
Ｑ）（図示せず）とを含んでもよい。また、第１逆量子化スキームは、図２８で説明され
た第１量子化スキームと可逆的な動作を遂行するので、復号化装置に対応する符号化装置
によって、前述のように、第１量子化スキームの多様な実施形態の各逆過程で具現するこ
とができる。
【０２１９】
　一方、第２逆量子化スキームは,望ましくは、第３コードブック・インデックスを利用
して,線形予測符号化パラメータを逆量子化するブロック制限されたトレリス符号化逆量
子化器（ＢＣ－ＴＣＩＱ）（(図示せず）、フレーム内予測器（図示せず）及びフレーム
間予測器（図示せず）を含んでもよい。同様に、第２逆量子化スキームは、図２８に説明
された第２量子化スキームと可逆的な動作を行うので、復号化装置に対応する符号化装置
によって、前述のように、第２量子化スキームの多様な実施形態の各逆過程で具現するこ
とができる。
【０２２０】
　保存部３０５０は、復号化モジュール３０３０で生成される復元されたサウンドを保存
することができる。一方、保存部３０５０は、電子機器３０００の運用に必要な多様なプ
ログラムを保存することができる。
【０２２１】
　スピーカ３０７０は、復号化モジュール３０３０で生成される復元されたサウンドを外
部に出力することができる。
【０２２２】
　図３１は、本発明の一実施形態による符号化モジュール並びに復号化モジュールを含む
電子機器の構成を示したブロック図である。図３１に図示された電子機器３１００は、通
信部３１１０、符号化モジュール３１２０及び復号化モジュール３１３０を含んでもよい
。また、符号化結果として得られるサウンド・ビットストリーム、あるいは復号化結果と
して得られる復元されたサウンドの用途によって、サウンド・ビットストリームあるいは
復元されたサウンドを保存する保存部３１４０をさらに含んでもよい。また、電子機器３
１００は、マイク３１５０あるいはスピーカ３１６０をさらに含んでもよい。ここで、符
号化モジュール３１２０と復号化モジュール３１３０は、電子機器３１００に具備される
他の構成要素（図示せず）と共に一体化され、少なくとも１つの以上のプロセッサ（図示
せず）で具現されもする。
【０２２３】
　図３１に図示された各構成要素は、図２９に図示された電子機器２９００の構成要素、
あるいは図３０に図示された電子機器３０００の構成要素と重複するので、その詳細な説
明は省略する。
【０２２４】
　図２９ないし図３１に図示された電子機器２９００，３０００，３１００には、電話、
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を含む放送あるいは音楽専用装置；または音声通信専用端末と、放送専用または音楽専用
の装置との融合端末装置が含まれてもよいが、それらに限定されるものではない。また、
電子機器２９００，３０００，３１００は、クライアント、サーバ、あるいはクライアン
トとサーバとの間に配置される変換器として使用されてもよい。
【０２２５】
　一方、電子機器２９００，３０００，３１００が、例えば、モバイルフォンである場合
、図示されていないキーパッドのようなユーザ入力部；ユーザ・インターフェース、ある
いはモバイルフォンで処理される情報をディスプレイするディスプレイ部；及びモバイル
フォンの全般的な機能を制御するプロセッサ；をさらに含んでもよい。また、モバイルフ
ォンは、撮像機能を有するカメラ部と、モバイルフォンで必要とされる機能を行う少なく
とも一つ以上の構成要素と、をさらに含む。一方、電子機器２９００，３０００，３１０
０が、例えば、ＴＶである場合、図示されていないが、キーパッドのようなユーザー入力
部、受信された放送情報をディスプレイするディスプレイ部、ＴＶの全般的な機能を制御
するプロセッサをさらに含んでもよい。また、ＴＶは、ＴＶで必要とされる機能を行う少
なくとも一つ以上の構成要素をさらに含んでもよい。
【０２２６】
　一方、ＬＰＣ係数量子化／逆量子化に係わって採用されるＢＣ－ＴＣＱに係わる内容は
、ＵＳ７６３０８９０明細書（Block-constrained　TCQ　method,　and　method　and　a
pparatus　for　quantizing　LSF　parameter　employing　the　same　in　speech　cod
ing　system）に詳細に説明されている。そして、ＬＶＡ方式に係わる内容は、ＵＳ２０
０７０２３３４７３明細書（Multi-path　trellis　coded　quantization　method　and
　Multi-path　trellis　coded　quantizer　using　the　same）に詳細に説明されてい
る。
【０２２７】
　前記実施形態による量子化法、逆量子化法、符号化方法及び復号化法は、コンピュータ
で実行されるプログラムで作成可能であり、コンピュータで読み取り可能な記録媒体を利
用して、前記プログラムを動作させる汎用デジタル・コンピュータで具現されもする。ま
た、前述の本発明の実施形態で使用されるデータ構造、プログラム命令あるいはデータフ
ァイルは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に、多様な手段を介して記録される。
コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、コンピュータ・システムによって読み取り可
能なデータが保存される全ての種類の保存装置を含んでもよい。コンピュータで読み取り
可能な記録媒体の例としては、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク及び磁
気テープのような磁気媒体（magnetic　media）；ＣＤ（compact　disc）－ＲＯＭ（read
-only　memory）、ＤＶＤ（digital　versatile　disc）のような光記録媒体（optical　
media）；フロプティカルディスク（floptical　disk）のような磁気光媒体（magneto-op
tical　media）；及びＲＯＭ、ＲＡＭ（random-access　memory）、フラッシュメモリの
ようなプログラム命令を保存して実行するように特別に構成されたハードウェア装置；が
含まれてもよい。また、コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、プログラム命令、デ
ータ構造などを指定する信号を伝送する伝送媒体でもある。プログラム命令の例としては
、コンパイラによって作われるような機械語コードだけではなく、インタープリタなどを
使用し、コンピュータによって実行される高級言語コードを含んでもよい。
【０２２８】
　以上、本発明の一実施形態は、たとえ限定された実施形態と図面とによって説明された
にしても、本発明の一実施形態は、前記説明された実施形態に限定されるものではなく、
本発明が属する分野で当業者であるならば、そのような記載から多様な修正及び変形が可
能であろう。従って、本発明のスコープは、前述の説明ではなく、特許請求の範囲に示さ
れており、それと均等または等価的な変形は、いずれも本発明技術的思想の範疇に属する
ものである。
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