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1 はじめに

近年、テレビ放送などを筆頭に、様々

な方面で盛んにデジタル化が推進されて

います。これは、デジタル化を行うこと

により様々な利点があるからにほかなり

ません。その利点としてはいくつも挙げ

ることができます。

それらの利点のひとつとして、効率的

な情報圧縮が行えるというものがありま

す。これは、マルチメディア関連の情報

を扱う際に、非常に重要なものとなりま

す。なぜなら映像や音声などのマルチメ

ディア情報は非常に情報量が多くなって

しまうので、伝送や保存の際に困難をき

たしてしまうからです。

この情報の圧縮の方法には、大きく分

けて 2つの種類があります。ひとつは、圧

縮前と圧縮後とで情報の劣化が存在しな

いエントロピー符号化です。これは、情

報の偏りを利用し少ない情報量で表しな

おす方法です。身近な例として LHAや

ZIPなど、必ず元に戻る必要がある圧縮

方式に使われています。ただ、必ず元に

戻るようにするため、圧縮効率は比較的

低くなってしまいます。もうひとつの方

法は、圧縮前と圧縮後とで情報の劣化が

存在する知覚符号化です。情報の劣化は

伴いますが、非常に効率の良い圧縮を行

うことができます。この圧縮方法は情報

の正確な復元ではなく、人が見たり聞い

たりした時に、同じものと感じられれば

問題ない、というコンセプトに基づいて

います。そのため、プログラムなどの圧

縮に用いることはできませんが、マルチ

メディアデータに対しては非常に有効な

圧縮方法となります。そのため、現在主

流のマルチメディア関連の圧縮技術には

必ずといっていいほど用いられています。

知覚符号化は身近なところでは、映像

であればDVDに採用されているMPEG2

や、静止画に用いられる JPEG、音声で

あれば MDに用いられている ATRAC、

MPEG規格の音響部分の規格であるMP3

などで用いられています。この知覚符号

化は人が知覚できない情報をカットする

ことにより、情報量を削減しています。し

かし、この不要な情報の判断・削除には多

くの周波数分解や非線形処理といった計

算量の多い処理を行う必要があります。

ですが、実際にこれらのデータが利用

される機器は携帯端末であったりするな

ど、一般的に消費電力やコストの問題か

ら余り高速なハードウェアを採用できま

せん。そのため、この処理をできるだけ

計算量を少なくすませる必要があります。

この論文では、MP3の規格概要とその

処理の高速化について述べていきます。

2 MP3

MP3は、MPEG Audio Layer IIIの

略称で、動画や音声の符号化技術である

2



MPEGの音響部分に定められています。

この規格は知覚符号化を用いて圧縮を行

っているので、CDの PCMデータでは 1

分あたり 10MBものデータ量になるのに

対して、MP3では音質をほとんど損なう

ことなく 1分あたり 1MBのデータ量で

すんでしまいます。この、圧縮技術がど

のように構成されているかを説明してい

きます。

2.1 概要

このMP3という規格は、デコーダの仕

様のみが定められているという、変わっ

た特徴を持っています。これは、エンコー

ドには如何なる手段を用いても構わない

ことを示しています。ただし、デコーダ

でデコードできる必要はあります。これ

により、特に大変な処理であるエンコー

ド処理が、規格に縛られること無くさま

ざまな方法で改良などを行っていくこと

ができるようになっています。

2.1.1 MP3のモデル

MP3という、規格によって構成される

システムの簡単なブロック図を、図 1に

示します。

システムとしては、エンコーダとデコー

ダで構成されます。図 1では、エンコー

ダの内部について描いてありますが、仕

様としては定められていないので、必ず

しもこのように構成されるとは限りませ

ん。もしかすると、等価ではあるものの

手法が異なっていたり、等価ですらない

かも知れません。ですが、ここに載せた方

法は ISOの仕様書に参考として載せられ

た、エンコーダと同じ構成をしているの

で、極基本的なものとなります。よって、

ここではこのエンコーダを用いるものと

して、動作の概要を説明して行きます。

ハイブリッドフィルタバンク

ここでは、主に 3つの処理が行われま

す。それぞれについて簡単に解説します。

サブバンドフィルタバンク :

この処理では、576サンプルの時間

方向のデータと、32の帯域に分か

れた 18サンプルの時間方向のデー

タの間の変換を行います。エンコー

ダは、576サンプルの時間方向の

データから、32×18の帯域信号へ

の変換、デコーダはその逆となり

ます。

MDCT,IMDCT :

MDCT 処理が行われます。但し、

このMDCTを行うときのブロック

長が入力によって変化します。エン

コードのとき、心理聴覚モデルの分

析結果より longもしくは shortの

どちらかが選ばれます。入力デー

タに、定常的な成分が多いときに

3



    
���������
	�
��� ���� MDCT Anti Aliasing� ��	����

��������� �!#"%$�&�')(%*

+-,/.�02143 $%576

8:9�;�<>=>?

@BABC ��	�D � �
              EGF

Iteration Loop

   H 	�I �J �LK C �

� � �NM�O
       PBQ

   R �TSU S���V-W
     X/Y

    
���������
	�
��� ���� IMDCT Anti Aliasing� ��	����

��������� �!#"%$�&�')(%*
8:9�;LZ�<L=>?

@BABC ��	�D � �
              [\F

Iteration Loop

   H 	�I �
   ] K C �

� � �NM�O
      [\F

   R �TSU S���V-W
     
5/^

  

PCM

PCM

MP3 Bit Stream

図 1: MP3のモデルブロック図

は long、過渡的な成分が多いとき

は shortとなります。デコードのと

きは、サイド情報からブロックタイ

プを得て、それに応じた IMDCT処

理を行うことになります。

Anti Aliasing バタフライ :

サンプリング時に発生する、折り返

し歪み対策です。帯域制限されてい

ない入力データをフィルタにかける

と、どうしても折り返し歪みが発生

してしまいます。音質を保つために

は、どうしも必要となります。

Iteration Loop

この部分では、基本的に非線形量子化、

逆量子化が行われます。ただし、エンコー

ド時にはこの量子化をどの程度の細かさ

で行うかを表す量子化ステップというも
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のを決定する必要があります。

この非線形量子化が、MP3の圧縮手法

のうち、非可逆圧縮である知覚符号化に

当たるところを担当しています。ビット

レートの制限や、心理聴覚モデルでの解

析結果等ををもとに、量子化ステップを

定めて、量子化を行います。量子化ステッ

プが大きくなると音質は失われますが、

必要となる bitを削減することができま

す。

また、ここで非線形な量子化を行うこ

とにより、小振幅時の細かい変動を逃さ

ずに、かつ広いダイナミックレンジを得

ることを実現しています。

ハフマンエンコード

この処理は、最適化されたハフマンテー

ブルを用いた、可逆圧縮です。エンコー

ダでは、量子化された値をハフマンテー

ブルを参照して、エンコードして行きま

す。この圧縮は可逆なものなので、デコー

ダ側でも同じテーブルを持ち、ハフマン

エンコードする前の値を得ることができ

ます。

ただし、エンコーダは必ずしも可逆に

なるように、ハフマンエンコードする必

要はありません。そのため、必ず可逆圧

縮となるとは限りません。

ビットストリーム生成

MP3のデータストリームとして規格に

乗っ取ったフォーマットに仕上げられま

す。このときに、実際に音声のデータ部

分と、量子化ステップやブロックタイプ

などのサイド情報がまとめられて、MP3

フォーマットのデータになります。

デコーダ側では、このMP3フォーマッ

トのデータから、音声データ部分とサイ

ド情報を取り出して、後段の処理に回し

てやります。

2.2 MP3ビットストリームの構

成

MP3のビットストリームは、表 1に示

すような構成を持つフレームの集まりで

できています。

このフレームの各部について簡単に説

明します。

2.2.1 ヘッダ情報

この部分では主に、ビットレートやサ

ンプリング周波数など、MP3データ全体

のタイプを表すような設定事項が格納さ

れています。

このヘッダ部分を構成する要素と、そ

の構成ビットを表 2.2.1に示します。

この情報から、メインデータのデコー

ド方法が分かることになります。ただし、
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フレーム

ヘッダ情報 CRC サイド情報 メイン情報 付加情報

表 1: MP3のビットストリーム (フレーム)構成

項目 割り当てビット数

同期符号 12

ID 1

Layer 2

保護ビット 1

ビットレート 4

hline サンプリング周波数 2

パディングビット 1

私用ビット 1

モード (ステレオ、モノラル) 2

モード拡張子 2

著作権 1

オリジナル/コピー判別 1

エンファシス 2

表 2: MP3ヘッダ構成

MP3のビットストリームの変わった点と

して、このヘッダの指すデータは必ずし

も、同一フレーム無いにというものがあ

ります。基本的にフレームは一定の間隔

となりますが、できるだけ、圧縮効率を

上げるために、前のすき間にデータを詰

め込めるようになっているため、このよ

うな仕様となっています。

2.2.2 CRC

ヘッダ情報で保護ビットが立っている

ときに、このCRCを用いたエラーチェッ

クが有効となります。このエラーチェック

には次のような生成多項式を持つ CRC-

16が用いられます。

G (X) = X16 + X15 + X2 + 1 (1)
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2.2.3 サイド情報

この部分には、対応するデータ部分を

エンコードしたときに用いたパラメータ

が格納されています。よって、このサイ

ド情報を参考にデコードを行っていきま

す。このサイド情報の構成要素とその利

用ビット数を図 3に示します。

2.2.4 メインデータ

実際に音声のデータが格納さてれいる

ところです。この部分のデータを、ヘッダ

情報や、サイド情報をもとにデコードす

ると、もとの音声を得ることができます。

3 MP3エンコーダ

エンコーダの構成は基本的にモデルと

して述べました。しかし、デコーダとま

とめて、各機能について述べていたので、

エンコードとしての処理の流れを切り出

して、ここでは、示すことにします。

この説明では、仕様書にサンプルとし

て載せられているものと等価なタイプの

エンコーダの動作について説明します。

必ずしもこれと同等の作業を行う必要は

ありません。

3.1 サブバンドフィルタバンク

まず、最初にサブバンドフィルタバン

クという処理を行います。これは、入力

データをサブバンドと呼ぶ、32個の帯域

に、フィルタを用いて分解します。このサ

ブバンドは、時間方向に 18サンプル持っ

ています。この段階で、32×18この要素

が得られます。この塊を、グラニュール

と呼び、これ以降の処理をこれを単位と

して行っていきます。

3.2 心理聴覚モデル

このサブバンドフィルタバンクと並列

して、心理聴覚モデルによる解析が行わ

れます。この解析結果に基づき、MDCT

と量子化に対して効果が加えられます。

知覚符号化のメインの部分ではありま

すが、実際には無くても何とかはなりま

す。基本的に、削除しても問題ない場所

をアドバイスするのがこの部分の役割で

あり、特に音質を求めないのであればほ

とんどの場合外してしまっても大差無く

用いることができます。

3.3 MDCT

この後、サブバンド毎に MDCT処理

がなされます。この MDCT処理は可変

ブロック長となっています。用いられる

ブロック長には 2種類あり、ロングタイ
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項目 割り当てビット数

信号長 12

大数領域の幅 9

全体の増幅度 8

スケールファクタの圧縮情報 4

窓関数の選択情報 1

符号木の選択情報 1 5×3

補助ブロックの増幅度 3×3

領域 1の幅 4

領域 2の幅 3

Preflag 1

スケールファクタの比率 1

符号木の選択情報 2 1×3

表 3: MP3サイド情報構成

プと、ショートタイプとがあります。

このブロック長の切替えの判断は、心

理聴覚モデルの解析結果により判断され

ます。ブロックタイプの選択基準として

は、おおよそ次のようになっています。定

常的で変化が少ない部分にはロングタイ

プが用いられます。それに対し、過渡的

で変化の激しい部分ではショートタイプ

が用いられます。

ロングタイプは、基本的にサブバンド

をそのままMDCTにかけますが、ショー

トタイプでは、サブバンドを更に 3分割

し、それに対してMDCTを行います。こ

のタイプによる違いは、無音区間と、何

かしらデータが載っているところとの境

界部分ではっきりと分かれます。境界部

分の無音区間では、基本的にプリエコー

というノイズが載ってしまいます。これ

に関しては、どうしようもないのですが、

ショートタイプを用いることによりでき

るだけプリエコーの時間を短くすること

ができます。

3.4 Anti-Aliasingバタフライ

MDCTに続いて、フィルタで帯域分割

するときに発生したエイリアシング歪み

をバタフライ演算で除去します。
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3.5 非線形量子化

この処理によって振幅方向を離散化さ

せ情報を削減します。このとき、心理聴

覚モデルの解析結果なども参考に、最適

なビットの割当ができるように離散化の

度合を調整します。この部分の詳細につ

いては、エンコーダの高速化の部分に於

いて述べます。

3.6 ハフマン符号化

このところで、可逆な圧縮が行われま

す。これにより、最高度に圧縮されたデー

タとなります。これで、基本的にMP3と

してのフォーマットは完成します。

3.7 サイド情報生成

この部分では、エンコード時の各所の

パラメータからヘッダなどに記入してお

くべき情報をまとめています。デコーダ

は、このデータをもとに復号化を行うこ

とになります。

3.8 ビットストリーム形成

メインの音声データと、ヘッダやサイ

ド情報を配置し、MP3ビットストリーム

として完成させ、エンコードが完了しま

す。

4 MP3デコーダ

デコーダの構成は基本的にモデルとし

て述べました。しかし、エンコーダとま

とめて、各機能について述べていたので、

デコードとしての処理の流れを切り出し

て、ここでは、示すことにします。

基本的な流れは、図 1の下部の所がデ

コーダの処理となります。

まず、MP3ビットストリームから、必

要なデータを切り分けます。メインデー

タは、ハフマンデコードを行い、1グラ

ニュールのデータを作成します。同時に、

サイド情報のデコードも行い、量子化ス

テップを取り出します。この量子化ステッ

プを用いて、取り出した 1グラニュール

のメインデータを逆量子化します。

最後に、ハイブリッドフィルタバンク

をエンコーダとは逆に通すことでもとの

PCMデータをつくり出します。ハイブ

リッドフィルタバンク内の IMDCTでは、

サイド情報より、エンコード時と同じブ

ロック長で処理が行われます。

5 MP3エンコーダの高速

化

このセクションでは MP3エンコーダ

の高速化を行った部分の詳細な処理と、

その高速化手法について説明します。
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5.1 高速化の必要性

現在MP3は主に高速なパソコン上で

エンコードされるため、エンコード速度

はさほど問題でないようにも感じられま

す。しかし、最近PDAや携帯電話といっ

た情報機器でもMP3データを扱うよう

になって来ました。また、MP3用のポー

タブルタイプのオーディオ機器もたくさ

ん出てきています。これらの機器に共通

している点として、コストや消費電力の

面から高速な処理システムを採用できな

い、という共通点があります。これでは

MP3の持っている高圧縮性能はこれらの

用途に最適であるにもかかわらず、利用

できない事になってしまいます。

実際に、[5]の様にMP3のエンコーダ

の高速化が行われており、いまだMP3の

エンコード処理の高速化は重要な課題と

いえます。

そこで、MP3のアルゴリズムを変更

し、処理そのものの計算量を減らします。

これにより、十分に高速化が行われるな

ら、低速な処理システムにおいても十分

に MP3を利用することができるように

なります。

[5]での MP3エンコーダの高速化は、

主に CPUをめい一杯使ってエンコード

速度を上げるため、各アーキテクチャに

特化させたアセンブラコードなどを用い

て行っています。それに対して、我々は

MP3のエンコードのアルゴリズムを見直

し無駄な処理をC言語で表記できるレベ

ルで改良して行きます。これにより、さ

まざまな所に於いてもパフォーマンスが

出ることを期待できると考えられます。

5.2 MP3エンコーダ実行時の各

処理のウエイト

MP3エンコーダの処理を大まかに分け

ると、図2のようになります。高速化を行

うにあたり、どの部分の処理が最も時間

がかかっているのかがわかれば、効果的

に改良を行っていくことができます。そ

こで、gprofと言うプログラムを用いて、

エンコーダの中でどの部分の処理に最も

時間がかかっているのか調査を行いまし

た。8hz-mp3の場合を表 4に示します。

この表から quantizeという関数だけで

30%もの処理時間を占めてしまっている

ことが分かります。この、quantizeとい

う関数は非線形な量子化処理を行う関数

ですが、もしこの関数の演算量を削減、ま

た呼出回数を削減できるなら、エンコー

ダ全体のパフォーマンスに非常に効果的

に効いて来ます。よって、この部分の改

良を中心に進めて行きます。

5.3 量子化とその周辺の処理

ここで行われている処理は、主に最適

な量子化ステップの検索と、その量子化

ステップを用いた量子化です。この処理
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図 2: MP3エンコーダのフロー

関数名 割合 [%]

quantize 30

mdct 10

count bit 10

L3 filter subband 8
...

...

表 4: 8hz-mp3の各処理の割合

はグラニュールという 576サンプルから

構成されるものを単位として、行われま

す。

量子化ステップとは、どの程度細かく

量子化を行うかを表したものです。量子

化ステップを小さくとれば、精度が高く

なり音質が向上しますが、その分データ

量は増えてしまいます。逆に量子化ステッ

プを大きくとりすぎるならば、データサ

イズは小さくなりますが、音質の劣化に

つながってしまいます。

一般にMP3にエンコードするときには

ビットレートが定められます。このビッ

トレートにより、1グラニュールで利用

できるデータ量は制限されるので、その

制限内で最も音質の良い量子化ステップ

の値を探さなければなりません。

仕様書や8hz-mp3では、この処理を outer

loopと inner loopとで構成しています。

このループの構成を、仕様書のものを図

3に、8hz-mp3のものを図 4に示します。

8hz-mp3と仕様書、それぞれの動作は次

のようになっています。

仕様書 :

この方法では、inner loopでほとん

どの作業を済ませています。outer

loopは 8hz-mp3の方法との対比の

ために載せてあります。今回改良の

ターゲットとした範囲は、図 3の点

線で囲んだ範囲内になります。この
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図 3: 仕様書の構成

部分が、最適な量子化ステップの検

索と量子化を行っています。ここで

行われる処理は大きく次の 3つに分

けることができます。

• 初期量子化ステップの算出
初期量子化ステップとは、ハ

フマンエンコードが行える最

小の量子化ステップのことを

指します。ハフマンエンコー

ドはテーブルの参照で行われ

るので、量子化後の値がハフ

マンテーブルに用意されてい

るより大きくなるならハフマ

ンエンコードが行えません。ハ

フマンテーブルは 8192程度ま

でしか対応していないので、グ

ラニュール中の最大値が必ず

これより小さな値になるよう

にする必要があります。仕様

書ではこの量子化ステップを

求めるために、量子化ステッ
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図 4: 8hz-mp3の構成

プをインクリメントして量子

化、という処理をグラニュー

ル中の最大値が規定以下にな

るまで繰り返しています。こ

の処理の流れを図 5に示しま

す。このとき行われる量子化

はハフマンエンコードできる

かどうかを確かめるためだけ

に行われており、非常に無駄

なものとなっています。

この量子化を行わないで済む
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ようにするだけで、大幅なス

ピードアップが望めます。

�����

1 ���	��
	����
   �����������

        ������������! #" ��$�
        �	%�&��

������' ")(+*
+=1

False

True

図 5: 仕様書の初期量子化ステップの算出

• 非線形量子化
この処理は 1グラニュールに

含まれる全要素に対して次の

式で与えられる処理を施すこ

とで行っています。

I =

⌊( |X|
2

q
4

) 3
4

− 0.0946

⌋

(2)

ここで、qは量子化ステップ、

bcは四捨五入を行い整数化す
る関数です。この式は、乗算や

冪乗が組合わさっており、非

常に計算量の多いものです。し

かも、1グラニュールの 576要

素全てに対して行わなければ

ならないので、1回の量子化

処理は莫大な計算量になって

しまいます。この処理は基本

的に同じグラニュールに対し

て、1度だけ行われれば十分な

のですが、そのグラニュール

に対して用いる量子化ステッ

プの決定にために複数回使わ

れるため、実際には何倍もの

回数の量子化が、同じグラニ

ュールに対して行われていま

す。そのため、エンコード全

体の中での大きなウエイトを

占めてしまっています。

• ハフマンエンコード後の使用
ビット数算出

この処理は、量子化を終えた

グラニュールをハフマンエン

コードするとどれだけのビッ

ト数をそのグラニュールで使

用することになるか求めるも

のです。MP3では基本的に固

定ビットレートが用いられる

ので、多少変化はあるものの

そのグラニュールが使うこと

のできるビット数は制限され

ています。この制限を越えて

いないか調べるために、この

処理が行われます。この処理

14
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図 6: ハフマン符号化後のビット長の算出

を図 6に示します。

この処理で求めるべき量子化

ステップは、ハフマンエンコー

ド後のビット数が利用可能な

ビット数以下であり、かつ音

質を維持するためにできるだ

け小さなものにします。この

量子化ステップを、最適量子

化ステップもしくは終了量子

化ステップと呼ぶことにしま

す。この仕様書の方法では、最

適量子化ステップを求めるた

めに、初期量子化ステップを

求めたときと同様、量子化ス

テップをインクリメントして

行くことで算出しています。し

かし、この方法では非常に多

くの量子化回数を必要として
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しまいます。

8hz-mp3 :

8hz-mp3では仕様書のやり方

とは異なり、outer loop内で

も処理を行っています。仕様

書と同じ範囲を図 4の点線で

囲んだ範囲で示します。基本

的に inner loopは仕様書の場

合と同じままですが、一部の

作業を outer loopで行うこと

により高速化を図っています。

この outer loopに加わった処

理に付いて説明します。

• 初期量子化ステップの概算算
出仕様書で用いられている方

法では非常に多くの量子化を

必要とするため非常に時間が

かかってしまっていました。こ

の対策として 8hz-mp3では、

初期量子化ステップを完全正

確に求めることを止め、概算

値で代用して処理を低減する

方式をとっています。この概

算値は実際の初期量子化ステ

ップより小さくなるように設

定されているので、音質的に

問題が生じることはありませ

んが、これ以降のルーチンで

ハフマンエンコードできない

場合があるのでその対策をし

ておく必要があります。8hz-

mp3では次段の 2分検索にお

いてその対策を行っています。

• 2分検索による最適な量子化

ステップの検索8hz-mp3では、

inner loopに入ってからの量

子化回数の削減のため 2分検

索を用いて最適な量子化ステ

ップにできるだけ近付いてか

ら inner loopへと処理が移り

ます。2分検索は初期量子化ス

テップの概算値と+200までの

間で行われます。その様子を

図 7に示します。この方法で

も量子化は必要となってしま

いますが、かなりの量子化回

数が削減されます。

しかし、この 2分検索におい

て図7の bit長 ==既定値で検

索ループを抜ける様なことは

まず無いため、ほとんどの場

合 2分検索の最悪の回数ルー

プを回ることになります。ま

た、検索の範囲を安全を見て

+200までと非常に広くとって

いるため、大部分のデータに

とっては無駄な所まで検索す

ることになってしまい、この

余計な処理に無駄な時間を費

してしまっています。また、初

期量子化ステップがあくまで

も概算値なのでその対策とし

16
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図 7: 最適な量子化ステップの 2分検索

て、もしハフマンテーブルに

無いような量子化値が得られ

てしまった場合には、非常に

大きなビット数を消費してい

ることにして回避しています。

8hz-mp3は仕様書で示されている処理

に比べてそれなりの高速化は達成しては

いますが、いまだ非常に計算量が多いも

のです。これを更に高速になるよう変更

を加えて行きます。
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5.4 非線形量子化の高速化

まず、量子化そのものの計算量を削減

できるようなアルゴリズムを設計します。

5.4.1 設計方針

非線形量子化において、仕様書の方法

で問題となっていた点は、非常にコスト

のかかる、べき乗演算が入っていたこと

が挙げられます。しかも、このべき乗は 1

回の 1要素に対する量子化で 2回必要に

なります。さらに、1グラニュールは 576

個のデータで成り立っているので、1グ

ラニュールを 1回量子化するために 576

回の非線形量子化が行われることになっ

てしまいます。また、量子化は最適な出

力が得られるまで繰り返されます。その

ため、仕様書の方法では、1グラニュー

ルに対して、最低でも 10回以上の量子化

が行われる等非常に大変な処理になって

しまっています。

そこで、まず始めにこの量子化自体の

処理の軽減を図ります。多くの回数呼び

出される処理なので、これによる計算量

の削減は全体に対しても大きく効いて来

ることになります。

5.4.2 非線形量子化アルゴリズムの理

論

非線形量子化は 1グラニュール毎に行

われます。その 1グラニュール中では同

じ量子化ステップで、全要素の量子化が

行われます。各要素を量子化するときに

用いられる式を以下に示します。

I =

⌊( |X|
2

q
4

) 3
4

− 0.0946

⌋
(3)

ここで、qは量子化ステップ、Xは入力、

bcは四捨五入を行い整数化する関数とな
ります。

この、式で特に計算量の多い部分は次

に示す冪乗の部分です。

( |X|
2

q
4

) 3
4

(4)

この式を以下の 2つの部分に分けて冪

乗を一つずつ考えて行きます。

Y =
X

2
q
4

(5)

Z =Y
3
4 (6)

Y の算出

まず、式 5の計算方法から考えて行き

ます。Xを浮動小数点形式で表すと、仮

数部Xfと、指数部Xeとに分けられます。

これらの関係は次のようになります。

X =Xf × 2Xe (7)

この式を用いて、式 5を書き直してみ

ます。
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Y =
Xf × 2Xe

2
q
4

=Xf × 2Xe × 2−
q
4

=Xf × 2Xe− q
4 (8)

この式を見ると、もし qが 4の倍数で

あれば、次のような関係が得られ、指数

部の加算処理だけで Y が求まることが分

かります。

Yf = Xf

Ye = 2Xe− q
4

しかし、これは非常に計算量が少なく

高速に処理が行えますが、指数部は整数

でなければならないので、qが 4の倍数

である必要があります。基本的に qは任

意の整数であるため、この式をそのまま

使うには 4の倍数に丸める必要がありま

す。しかし、これはあまりにも誤差が大

きすぎるためとても非現実的です。

そこで、q
4
を、整数部分の

⌈
q
4

⌉
と小数

点以下の端数部分 ︷ q
4
︷に分けて考えて見

ます。これを用いると式 8は次のように

表すことができます。

Y =Xf × 2Xe × 2−d q
4e × 2−z q

4
{

=Xf × 2−z q
4
{ × 2Xe−d q

4e (9)

この式は qで任意の整数を使うことを

許していながら、ほぼ計算結果の指数部

と仮数部とに分かれてくれています。指

数部の計算である、2Xe−d q
4eの部分は、単

なる加算で計算できます。また、仮数部

の計算であるXf×2−z q
4
{の部分は、Xfと

︷ q
4
︷をパラメータにして、テーブルを参

照するようにすれば簡単に近似値を得る

ことができ、計算量を削減できます。こ

のとき、テーブル参照のパラメータとし

て用いるXfの bit数によって、任意の精

度を得ることができるようになります。

これにより、計算量は削減できました

が、仮数部を求めるためのテーブルが大

きいという問題があります。このテーブ

ルを効率的な小さなもので実現できるよ

う改良を加えます。

ここで、表 5に −︷ q
4
︷のとる範囲を示

します。表 5にあるように −︷ q
4
︷の取り

うる値は、±合わせて、8つになります。

もし、正と負の値を共有できればテーブ

ルは半分にまで減らせます。

そこで、qが正のときに−︷ q
4
︷に 1を加

えて正の値にします。この加えた 1の分

の補正は、指数部から 1を引いておくこ

とで対応できます。ただし、qの下位2bit

が 00の時には何も行わないようにしてお

きます。この計算結果と対応関係は表 5

に示してあります。

この処理を定式化すると次のように表

すことができます。
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q 0…00 0…01 0…10 0…11 1…00 1…01 1…10 1…11

−︷ q
4
︷ 0 -0.25 -0.50 -0.75 0 0.75 0.50 0.25

負の値に+1 0.75 0.50 0.25

2−z q
4
{ 20 2−1 × 20.75 2−1 × 20.50 2−1 × 20.25 20 20.75 20.50 20.25

表 5: 2−z q
4
{のとる値

Y =





Xf × 2(1−z q
4
{) × 2(Xe−d q

4e−1)

(q > 0かつ ︷ q
4
︷ 6= 0)

Xf × 2−z q
4
{ × 2(Xe−d q

4e)
(q < 0かつ ︷ q

4
︷ 6= 0)

Xf × 2(Xe−d q
4e)

(︷ q
4
︷ = 0)

(10)

また、今回はに −︷ q
4
︷に 1を加えまし

たが、逆に qが負のときに −︷ q
4
︷から 1

を引くことにより、負の値に統一するこ

ともできます。今回は、qが正のときに

−︷ q
4
︷に 1を加える方法で説明して行き

ますが、これより以下で説明する事項に

ついても、基本は通用するので対応する

ところを変更するだけでどちらにでも適

用可能です。

これで、正負のテーブルが共有されサ

イズが縮小されましたが、どのような入

力が来たときに、どのテーブルを参照す

るかをきちんと定める必要があります。

そのための条件を次のような関数 rとし

て定義します。

r =





− (
1− ︷ q

4
︷) 　 (q > 0かつ ︷ q

4
︷ 6= 0)

︷ q
4
︷ (q < 0かつ ︷ q

4
︷ 6= 0)

0 (︷ q
4
︷ = 0)

(11)

これで rは 0, 0.25, 0.50, 0.75のいずれ

かのみをとる様になります。この rを用

いてテーブルを参照することにより正負

が共有されたテーブルを正確に引くこと

ができます。この式を用いて、式 10を表

すと以下のようになります。

Y =





Xf × 2−r × 2(Xe−d q
4e−1)

(q > 0かつ ︷ q
4
︷ 6= 0)

Xf × 2−r × 2(Xe−d q
4e)

(q < 0かつ ︷ q
4
︷ 6= 0)

Xf × 2(Xe−d q
4e)

(︷ q
4
︷ = 0)

(12)

しかし、まだ問題が残っています。浮動

小数点形式の仮数部は正規化されている

必要があります。けれども、式 12に含ま

れる、Xf × 2−rは、必ずしも正規化され

たものとなるとは言えません。もし、浮
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動小数点の形式として 0.5以上 1.0未満

というものを用いたとすると、式 12の、

Xf×2−rは、0.5以上、約 1.68未満となっ

てします。これでは、そのまま浮動小数

点形式の仮数部として用いることはでき

ません。計算で正規化を行う事もできる

が、計算量が逆に多くなってしまいます。

そこで、テーブルに格納しておく値をあ

らかじめ正規化しておき、そのときの指

数部を補正ビットとして同時に格納して

おくことにします。これにより、ほとん

ど計算を要さずにこの問題を解決するこ

とができます。

この方法の全体的な流れを図 8に示し

ます。

Zの算出

次に、式 6の計算方法について考えま

す。Xと同様に、Y も浮動少数点形式で

表すと、仮数部 Yf、指数部 Yeに分けら

れ、以下のように表せます。

Z =Yf × 2Ye (13)

よって、Y
3
4は、以下のように表せます。

Z =Y
3
4

f × 2
3
4
Ye (14)

まず、3
4
Yeは、次のように、シフトと

加算のみで行えます。

3

4
Ye =Ye − Ye

4
(15)

しかし、Yeが 4の倍数でない限り、Ye

4

は実数値を取ってしまいます。これでは

そのまま指数部として使うことはできま

せん。そのため、qのときと同様、整数

部と端数部とに分けて考えます。

3

4
Ye =Ye −

⌈
Ye

4

⌉
− ︷Ye

4
︷ (16)

この式を用いて式 14を表すと次のよ

うになります。

Z =Y
3
4

f × 2−zYe
4
{ × 2(Ye−dYe

4 e) (17)

この式の、Y
3
4

f ×2−zYe
4
{を仮数部、2(Ye−dYe

4 e)
を指数部として考えてみます。するとこ

の式は、式 9と同じ形式であり、Y の導

出に用いた方法と同様の手法を利用でき

ることが分かります。

このアルゴリズムの採用による効果

基本的にこの処理は、浮動小数点形式

で入出力されるので、この浮動小数点形

式の特性を用いたこのアルゴリズムは非

常に有効といえます。もとの方法では、

浮動小数点形式の加減乗除と冪乗演算か

ら構成されていたため非常に計算量が多

いものでした。しかし、この方法ならば、

浮動小数点形式からの仮数部と指数部の

取り出し、整数の加算、テーブルの参照だ

けで構成することが可能なため、計算量

は非常に少なくて済みます。この処理の
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図 8: Y の算出

呼び出し回数を考えるならば、エンコー

ド全体の処理の低減にも非常に貢献でき

ると考えられます。

5.5 初期量子化ステップ算出ア

ルゴリズムの高速化

初期量子化ステップの計算が、量子化

を不要とする、かつ正確に求まるように
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改良を行います。

5.5.1 設計方針

初期量子化ステップの算出において、

仕様書の方法で問題となっていた点は、

目的の値まで繰り返される量子化処理で

した。そこで、この量子化回数を減らす

ことを目的に設計を行っていきます。

この部分で行われることは、1グラニ

ュール中の最大値を量子化したときに、

ハフマン符号化のテーブルの範囲内に収

まるよう、量子化ステップを調整すると

いう処理です。

基本的に量子化の逆関数を用いること

により、余分な量子化を行わずに必要な

初期量子化ステップを求めることができ

ます。それでも、ある程度の高速化には

つながりますが、まだ計算量の多い処理

である事には変わりありません。そこで、

近似的な逆関数を用意し、さらに計算量

の削減を図って行きます。

5.5.2 初期量子化ステップ算出アルゴ

リズムの理論

量子化は式 3に基づいて行われます。

ここで、1グラニュール中の最大値の絶

対値をXmax、四捨五入整数化を行ってい

ない量子化値を I∗max、Xmaxを量子化し

た出力を Imax、ハフマン符号化テーブル

に存在する最大の値を Ilimtと置きます。

これらの関係を以下にまとめます。

Imax = bI∗maxc (18)

=

⌊(
Xmax

2
q
4

) 3
4

− 0.0946

⌋
(19)

I∗max =

(
Xmax

2
q
4

) 3
4

− 0.0946 (20)

Imax ≤ Ilimt (21)

この式をベースに改良を加えて行きま

す。まず式 20は次のように変形すること

ができます。
(

X

2
q
4

) 3
4

=I∗max + 0.0946 (22)

(
X

2
q
4

)
= (I∗max + 0.0946)

4
3 (23)

ここで、以下のように定数Cを定義し

ておきます。

C = 　(I∗max + 0.0946)
4
3 (24)

ここで、最適な初期量子化ステップの

条件を思い出してみると、量子化後の最

大値が、ハフマン符号化テーブルの最大

値と一致するような、量子化ステップが

理想でした。そこで、以下 Imax = Ilimt

として考えていきます。

よって、Cは次のようにも書き改めら

れます。

C = 　(Ilimit + 0.0946)
4
3 (25)
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このとき Ilimitは定数であるので、Cは

定数として扱えることになります。これ

により、式 23の右辺は完全に定数となり

ます。

次に、入力の Xと定数の Cを浮動小

数点形式で表してみます。

X =Xf × 2Xe 　 (26)

C =Cf × 2Ce (27)

ここで、Xf、Cfはそれぞれの仮数部、

Xe、Ceはそれぞれの指数部を表します。

式 23に、式 25、26、27を代入すると、

次のように書き直すことができます。

(
X

2
q
4

)
=Xf × 2Xe− q

4 = Cf × 2Ce

2Xe− q
4 =

Cf

Xf

× 2Ce

2−
q
4 =

Cf

Xf

× 2Ce−Xe (28)

さらにここで、次のように定義される

関数 gを導入します。

Cf

Xf

=2g(Cf ,Xf) (29)

g (Cf , Xf ) = log2

(
Cf

Xf

)

= log2 Cf − log2 Xf (30)

式 29を用いるなら、式 28は次のよう

に表す事ができます。

2−
q
4 =2g(Cf ,Xf)+Ce−Xe (31)

−q

4
=g (Cf , Xf ) + Ce −Xe (32)

q =− 4 (g (Cf , Xf ) + Ce −Xe) (33)

この段階で、1グラニュール中の最大

値から直接量子化ステップ qを求めるこ

とができます。これにより、不要な量子

化を繰り返して計算量が莫大になること

を防ぐことができます。また、概算値で

はなく正確な値が得られるので、最適な

量子化ステップの検索時に検索範囲が広

がってしまうことも防ぐことができます。

しかし、この式のまま用いると、浮動

小数点の logや加算、乗算を行わなけれ

ばならず計算量が多すぎると言えます。

そこで、問題が出ないレベルでの近似値

を用いる方針で、計算量を減らす改良を

行います。

近似値 q∗を算出する方法を考えて行

きます。ここで、2進浮動小数点形式の

フォーマットを、指数部が整数、仮数部が

0.5以上1.0未満、とすると、Cf、Xfにつ

いて以下のような条件が成り立ちます。

−1 ≤ log2 Cf < 0 (34)

−1 ≤ log2 Xf < 0 (35)

−1 ≤ log2 Cf − log2 Xf ≤ 1 (36)

−1 ≤ g (Cf , Xf ) ≤ 1 (37)

この条件よりCf、Xfで構成される関
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数 gの取りうる値は範囲が限られている

ことが分かります。

また、別の条件として近似値 q∗は、q

よりも大きくなくてはなりません。これ

は、近似値 q∗によって量子化された値が

必ずハフマンテーブルに存在することを

保証するためです。また、量子化ステッ

プは整数である必要もあります。

まず、1段階目の近似として関数 gを

近似値で置き換えることを考えます。上

に挙げたような条件を満たすように gを

近似すると、次のようにできます。

g (Cf , Xf ) ∼= −1 (38)

このように置くことで、q∗が qより小さ

くなることは無く、必ず整数になります。

q∗は次の式のようになります。

q∗ =− 4 (−1 + Ce −Xe)

=4 (1− Ce + Xe)

=4 (D + Xe) (39)

D :定数

ただし、D = 1− Ce

この式で必要とされる演算は、1回の

固定小数点数の加算とシフトのみとなり

ます。よって、この演算に必要な計算量

は非常に少なくて済みます。指数部の取

り出しも、Xが浮動小数点形式で表され

ていれば、ソフトで行う場合でも、ハー

ドで行う場合でも、たいしたコストはか

からないので、まったく問題とはならな

いと言えます。また、近似値の精度が、こ

の式を用いると量子化ステップですが最

大で 8大きくなります。しかし、図 9に

示した初期量子化ステップと最終的に用

いられる最適量子化ステップの差の分布

を見て分かるように、正確な初期量子化

ステップより 8大きいとしてもほとんど

問題無いことが分かります。ゆえに、こ

の近似はほぼ問題無く利用できるといえ

ます。

とはいえ、計算量を増やすこと無くも

っと精度の良い近似が得られるならそれ

に越したことはありません。そこで、計算

量を変えずにもっと精度を求めてみます。

式 33の、関数 gを、式 30に基づいて

展開すると以下のようになります。

q =− 4 (log2 Cf − log2 Xf + Ce −Xe)

(40)

この式の log2 Ceについて考直してみ

ます。C は式 25で定義されている定数

である。よって、log2 Ceは定数であり、

式 40は、log2 Xfだけが変数の関数とい

えます。ここで、

E = log2 Ce (41)

と置くならば、式 40は次のように書き改

められます。

q =− 4 (− log2 Xf + E + Ce −Xe)

(42)
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このときの、2進浮動小数点形式のフ

ォーマットが先ほどと同様であれば、式

35に示した通り、以下のような条件が成

り立ちます。

−1 ≤ log2 Xf < 0 (43)

ここで、先ほどと同じ条件、近似値 q∗

は qよりも大きくなくてはならない、お

よび、log2 Xfと Eの値が 0.25の整数倍

である必要がある、という 2つを加えて

考えると、

log2 Xf
∼= 0 (44)

と置くことにより、条件を満たした近

似が可能となります。これをもちいて、

量子化ステップの近似値 q∗を求めると、

以下のようになります。

q∗ =− 4 (E + Ce −Xe)

(45)

=− 4 (F −Xe)

F :定数

ここで E − Ceは定数なので、F と置

いています。この式で必要とされる演算

は、1回の固定小数点数の加算とシフト

のみで、式 39と同じ計算量となっていま

す。しかし、近似値の精度は、この式を

用いることにより、量子化ステップが最

大で 4大きくなる、というところまでに

抑えることができます。

このアルゴリズムの採用による効果

この近似式を用いて初期量子化ステッ

プを求めることにより、量子化を繰り返

して求める仕様書の方法にくらべ、量子

化が全く必要なくなるなど、大幅な計算

量の低減が実現できます。

正確でない初期量子化ステップを使う

8hz-mp3に比べても、計算はより単純に

なりながらも、より精度の高い近似を行

うことができる様になっています。

5.6 最適な量子化ステップの検

索アルゴリズムの高速化

この最適な量子化ステップを求めるに

は、どうしても量子化が必要になります

が、行われる量子化回数をできるだけ削

減し、高速化へ繋げて行きます。

5.6.1 設計方針

最適な量子化ステップの検索の、仕様

書の方法での問題点は、初期量子化ステッ

プの算出と同様、数多く繰り返される量

子化にあります。

8hz-mp3や ISO等のプログラムにおい

てもこの量子化回数を減らすため、二分

検索を用いています。しかし、検索範囲

の片方が+200と固定されているため、毎

回広範囲にわたって検索に伴う量子化を

行わなければならず、量子化回数の大幅

26



な削減には至っていません。

我々は、量子化回数をさらに減らすた

めに、この検索範囲を絞り込むことを考

えました。そのために音声データの統計

を取りその傾向を利用して、最もデータ

が集中しているところで、検索範囲が狭

まり、量子化回数が最小となるように設

計を行いました。

5.6.2 最適な量子化ステップの検索ア

ルゴリズムの理論

初期量子化ステップは 1グラニュール

中の最大値によって定まります。ゆえに、

この最大値はある程度、そのグラニュー

ルのデータの傾向を表しているといえま

す。よって、初期量子化ステップと、実際

に符号化に使用される終了量子化ステッ

プとの間にはある程度の相関性があるこ

とが考える事ができます。

この相関性を見る要素として、初期量

子化ステップと、終了量子化ステップと

の差を用いました。約 100曲ほどの音楽

データをエンコードしたときの、各グラ

ニュールの初期量子化ステップと終了量

子化ステップの差をまとめた、その結果

を図 9、表 6に示します。

この手法は正確な初期量子化ステップ

が必要となります。そのため、この手法

は本論文で紹介した初期量子化ステップ

の算出方法で求めておく必要があります。

このデータから、初期量子化ステップ

標準偏差 平均値

6.619 44.588

表 6: 初期量子化ステップと終了量子化

ステップの差の統計

と終了量子化ステップの差が 45付近に集

中して分布していることがわかります。

よって、この近辺において一番量子化回

数が減少するように検索アルゴリズムを、

設計することにより、全体の量子化回数

を削減されることが期待できます。

ここで、次のように変数を定義します。

Qs 初期量子化ステップ

Qe 終了量子化ステップ

Qa 初期量子化ステップと終了量

子化ステップの差の平均値

Qc 中心値= Qs + Qa

Qd 中心値からの偏差量

これらの関係は、図 10に示すようになり

ます。

ここで、仮に

Qa =45

Qd =15

とすると、図 9、表 6から、80%程度の

データが、図 10のBCの領域に入ると考

えられます。この、BCの領域に該当する

グラニュールだけでも量子化回数が少な

ければ、全体の計算量が少なくなります。
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図 9: 初期量子化ステップと終了量子化ステップの差の分布
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図 10: 中心値Qc、偏差量Qd、初期量子化ステップ Qsの関係

この BCの領域で量子化回数を削減す

る方法として、以下の 2つの手法が考え

られます。

• 分割方式

• 拡張方式
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それぞれについて、次から説明していき

ます。

分割方式

これは、図 10の ABCDのどの領域に

該当するかを判定し、その領域で 2分検

索を行う方法です。この方法を図 12に示

します。

この方法では、まず最初に、図 10の

ABCDの内、どの領域に Qeがあるかを

検索します。このために、Qc、Qc ± Qd

の 2箇所での量子化を必要とします。こ

の部分の処理を、図 12に示します。

このとき、ほとんどの場合、BCのど

ちらかの領域が選択されることになりま

す。ここの領域に入った場合の検索範囲

はQdとなります。それに対し、、通常の

2分法で 2回量子化を行った後の候補数

は図 13に示す初期量子化ステップの分布

から明らかなように、70程度となってし

まいます。この方法ではほとんどのグラ

ニュールで、2回の量子化後の候補数を

Qdに押さえられます。これは、通常の 2

分法に比べ格段に候補数が少なくなりま

す。よって、この方法を用いることによ

り少ない量子化回数で Qeに達すること

ができます。

ADの領域にQeがある場合には、量子

化回数が増えることもありえますが、そ

の領域にあることはまれなので全体的に

見るならば、十分量子化回数は削減され
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�
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図 15: 拡張を用いた終了量子化ステップ

検索のフロー

ると考えられます。また、この方法を実

装するために生じるオーバヘッドは、量

子化の計算に比べ非常に簡単な処理であ

り無視できるといえます。

拡張方式

これは、図 10のBCの領域に終了量子

化ステップがあるものとして、BCの領域

のみをを 2分検索する方法です。この範

囲内に終了量子化ステップがない場合に

は検索領域の端に来るので、検索範囲を

Qdずつ拡張し、再びその領域を 2分検索

することで目的値に到達するようにしま

す。この処理を、図 14、15に示します。

BC内に終了量子化ステップがある時
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図 11: 領域分割による検索範囲の絞込み

の動きを図 14中の終了量子化ステップ１

へ収束している、点線の矢印で示します。

また、BCから、外れたものに関しては、

図 14中の終了量子化ステップ２へ収束し

ている、実線の矢印で示します。

QeがADの範囲の場合、量子化回数が

増えるが、ほとんどを占める、BC領域

に対象が存在したときの量子化回数が、

領域判定のための処理が不要になり、常

に減るので、全体の量子化回数は、分割

方式よりさらに削減できます。

この処理で、2分検索で端に来たと言

うことを検出するのは以外と困難です。2

分検索と言っても、整数範囲でしか意味

をなさないため、整数に丸めると最期の

2つでどちらが該当するのか不明となっ

てしまいます。分割方式のときには、強

引に両方を量子化して結果を比べました

が、拡張方式では、検索範囲が狭まって

隣に来たときに、終了もしくは拡張を行

うようにしました。若干、効率は落ちる

と思われますが、コストがこれ以上軽く

なる方法が不明であったのでそのまま用

いています。

最終的な決定は inner loopに任せます。
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図 12: 終了量子化ステップの該当領域の検索

6 音質評価手法

MP3エンコーダに対して改良を加えた

ことによる、性能の変化を調べる必要が

あります。MP3の場合、プログラムの実

行速度だけでなく、音質の面でも性能を

見なければなりません。しかし、MP3の

仕様として、デコーダの音質の性能評価

方法は compliance testとして定められて

いますが、エンコーダについては何も規

定がありません。

そこで、エンコーダの性能評価に用い

ることのできる、ツールを作成しました。

この、ツールの行う処理と、用い方を示

して行きます。

6.1 評価処理概要

このツールは、2つのwaveファイル間

の音質差を評価値として出力することが

できるものです。その方法は 2つのwave

ファイル間の、各周波数成分毎の差分を、

周波数方向と、時間方向に平均を取り、こ
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図 13: 初期量子化ステップの分布

の平均値を評価値として出力するもので

ある。

このプログラムの構成を図 16に示し

ます。

6.2 音質差比較方法

まず、PCMのwaveファイルを 2用意

しそれぞれの waveファイルの先頭から

1024個のPCMサンプルを取り出します。

この取り出した、サンプルをそれぞれ、

1024点 FFTにかけ周波数分解を行いま

す。ここで、FFTの出力値の logを取り

ます。これは、小信号時の誤差が大信号

時の誤差に飲み込まれないようにするた

めの対策です。

次に、各周波数成分毎の差を 2つのwave

ファイルの間で求めていきます。この差

を、周波数方向に、二乗平均を取ること

により、周波数方向の平均を出します。

これを、Xiと置きます。

Xiの算出を、waveファイルの 32サン

プル間隔で、毎回 1024サンプルずつ取り
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図 14: 拡張を用いた検索範囲の絞込み

ながら行います。この作業を、waveファ

イルの終りまで続けます。その後、X1か

ら Xnまでの、相加平均を取り、評価値

として利用します。

この評価方法を式で表すなら、次のよ

うになります。

ti, ri (i = 0, 1, ..., n)

Tj = [t32j, t32j+1, .., t32j+1023]

Rj = [r32j, r32j+1, .., r32j+1023]
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図 16: 音質評価プログラムの構成

OUTTj = FFT (Tj)

OUTRj = FFT (Rj)

OUTTj = [outtj,0, outtj,1, ..., outtj,1023]

OUTRj = [outrj,0, outrj,1, ..., outrj,1023]

RMSj =

√√√√ 1

1024

1023∑

k=0

∣∣∣∣log
outtj,k
outrj,k

∣∣∣∣
2

RESULT =
32

n

n
32∑

j=0

RMSj (46)

6.3 この評価方法の意義

基本的にデコーダの評価方法として定

められている、compliance testと同じ手

法を用いても、音質の評価を行うことは

できますが、音質の評価値が必ずしも音

質に比例しない場合があると言う問題が

ありました。その様子を、図 17に示し

ます。このグラフは、MP3のビットレー

トを変えることにより音質を劣化させ音

質差をつくり、それについて compliance

testで評価を行ったものです。320kbpsに

対する劣化値を、グラフとして描いてい

ます。これを見ると、極低ビットレート

に於いて、評価値が音質に追従していな

い様子が見て取れます。

この対策として、我 は々Compliance test

で、時間方向にのみ誤差の平均を取って

34



� � � � � �����
	�����

����
���
�

50 100 150 200 250

10

15

20

図 17: Compliance testの特性

いたのを、時間方向と周波数方向の誤差

の平均を取るようにしてみました。

6.4 評価手法の正当性

この、評価方法が音質を評価するのに

十分な性能を有しているかどうか、その

評価を行いました。評価には、compliance

testの評価に使ったのと同じように、MP3

のビットレートを変えることにより音質

を劣化させ音質差をつくり、その音質を

測定することで行いました。この結果を

図 18に示します。

この結果では、どの場合でも評価値が

音質に追従している様子を見ることがで

きます。よって、十分音質評価に使える

だけの性能を持っているといえます。一

部、平均からはなれて平に推移する様な

特性を見せているものがあります。これ

は、piano曲で使用している帯域が狭い

などの理由で、MP3のビットレートを変

更しても音質が変化しにくかったものと
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図 18: 提案方法の特性

思われます。

6.5 評価手法の改良の可能性

今回、この評価方法を作成した理由の

一つとして、簡便な客観的評価を行える

ものが必要だったというものがあります。

MP3に関して参考にした他の論文等で

は、評価は主に主観評価の平均を取るこ

とが多いようです。しかし、この主観評

価は多くの人の協力を求めなければなら

ないなど、非常に大変なものです。しか

も、実際に被験者に聞いてもらうとなる

と、変更を加えたことによるわずかな変

化を、再生することのできる、アンプや

スピーカーが必要になると考えられます。

もちろん、実施場所として回りの音を遮

断するようなものも必要となるでしょう。

これでは、非常にコストもかかりすぎる

上、他の要素があまりにも多く、被験者

が感じとったものが本当に、変更による

ものなのかどうか、疑問が残るものにな

ると思われます。
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ベストな方法としては、計算上で人間

に感じる様子をシミュレートでき、それ

による、評価を行うのがもっとも最善で

あると思われます。

このようなものに近付けていくには、

何らかの客観的評価手法を更に採り入れ

たり、聴覚心理モデルをうまく使うなど

した評価方法 [10]を組み込んでいく必要

があると思われます。

7 性能評価

MP3エンコーダに対してさまざまな改

良を加えて来ましたが、それらの正当性

と性能について評価して行きます。音質

の評価に関しては、この論文で述べた方

法で行いました。また、量子化回数につ

いては、gprofを使用して計測しました。

7.1 初期量子化ステップの算出

アルゴリズム

我々が設計した、初期量子化ステップ

の算出アルゴリズムの、音質と、量子化

回数について評価を行いました。この初

期量子化ステップの算出アルゴリズムの

評価に用いたプログラムは、初期量子化

ステップの算出アルゴリズムのみ入れ替

えた、8hz-mp3を用いています。

7.1.1 音質

初期量子化ステップの算出アルゴリズ

ムを適用したときの音質がどうなるか検

証を行いました。その結果を表 7に示し

ます。

ここでは、各音声ファイルの、256kbps

の時の、ツールの評価値を 1として規格

化しています。

この結果を見ると、ほぼ同等の音質を

得られていることがわかります。若干の

差はあるが、図 18の特性と見比べると、

この程度の差では、音質として認識でき

るレベルではないといえます。よって、こ

の初期量子化ステップを算出するアルゴ

リズムは正常に動作しており、十分実用

になると考えられます。

7.1.2 量子化回数

初期量子化ステップの算出アルゴリズ

ムを適用したことによる、量子化回数の

変化を、表8に示します。この表では、何

も手を加えていない 8hz-mp3と、初期量

子化ステップ算出アルゴリズムを入れ換

えた 8hz-mp3とを比べています。

もとの 8hz-mp3は、この初期量子化ス

テップを、概算で代用していました。そ

の結果として、最適な量子化ステップの

検索範囲が拡大してしまっていました。

おそらく、その影響でしょう。結果を見

ると、量子化回数が、アルゴリズム変更

により大幅に減少していることがわかり
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256kbps 標準 初期量子化アルゴリズム適用

規格化 規格化

L R L R L R L R L R

int2 0.85 0.85 1.25 1.26 1.47 1.47 1.18 1.18 1.39 1.39

int 0.84 0.84 1.25 1.23 1.48 1.48 1.18 1.17 1.40 1.40

piano2 0.61 0.62 0.98 0.99 1.61 1.60 1.06 1.07 1.74 1.71

piano 0.44 0.43 0.64 0.63 1.45 1.46 0.64 0.63 1.45 1.47

sph1 0.95 0.94 1.34 1.34 1.41 1.42 1.31 1.31 1.38 1.39

vo2 0.91 0.91 1.34 1.25 1.46 1.37 1.29 1.26 1.41 1.38

wa24 0.70 0.65 0.99 0.94 1.41 1.44 0.99 0.93 1.40 1.42

ys24 0.99 1.00 1.44 1.43 1.45 1.43 1.41 1.42 1.42 1.42

ys25 1.03 1.02 1.64 1.66 1.60 1.62 1.54 1.55 1.50 1.52

表 7: 初期量子化ステップの算出アルゴリズムを適用したときの音質

標準 初期量子化アルゴリズム適用

サンプル 量子化回数 全体に占める割合 [%] 量子化回数 全体に占める割合 [%]

1 507293 29.96 194983 18.1

2 1023362 27.39 458515 18.36

3 1152445 29.76 437804 18.53

4 440744 28.33 174175 18.6

平均 28.86 18.40

表 8: 初期量子化ステップアルゴリズムの適用による量子化回数の変化

ます。

7.2 非線形量子化アルゴリズム

非線形量子化アルゴリズムの音質の評

価を行いました。評価には、非線形量子化

アルゴリズムのみを入れ替えた 8hz-mp3

と、何も手を加えていない 8hz-mp3を使

用しました。

表 9にその結果を示します。

ここでは、各音声ファイルの、256kbps

の時の、ツールの評価値を 1として規格

化しています。

この結果を見ると、ほぼ同等の音質を
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256kbps 標準 非線形量子化アルゴリズム適用

規格化 規格化

L R L R L R L R L R

int2 0.85 0.85 1.25 1.26 1.47 1.47 1.21 1.21 1.42 1.42

int 0.84 0.84 1.25 1.23 1.48 1.48 1.22 1.20 1.44 1.44

piano2 0.61 0.62 0.98 0.99 1.61 1.60 1.11 1.11 1.82 1.78

piano 0.44 0.43 0.64 0.63 1.45 1.46 0.67 0.66 1.52 1.54

sph1 0.95 0.94 1.34 1.34 1.41 1.42 1.33 1.32 1.40 1.40

vo2 0.91 0.91 1.34 1.25 1.46 1.37 1.31 1.27 1.43 1.39

wa24 0.70 0.65 0.99 0.94 1.41 1.44 1.02 0.96 1.44 1.47

ys24 0.99 1.00 1.44 1.43 1.45 1.43 1.41 1.42 1.42 1.43

ys25 1.03 1.02 1.64 1.66 1.60 1.62 1.55 1.56 1.51 1.53

表 9: 非線形量子化アルゴリズムを適用したときの音質

得られていることがわかります。若干の

差はあるが、図 18の特性と見比べると、

この程度の差では、音質として認識でき

るレベルではないといえます。よって、こ

の量子化アルゴリズムは正常に動作して

おり、十分実用になると考えられます。

7.3 最適な量子化ステップの検

索アルゴリズム

我々が設計した、最適な量子化ステッ

プの検索アルゴリズムの、音質と、量子

化回数、について評価を行いました。評

価には、量子化ステップの検索アルゴリ

ズムのみを入れ替えた、8hz-mp3を使用

しています。今回は、Qa = 45、Qd = 15

と言う条件で全ての検証を行っています。

7.3.1 音質

最適な量子化ステップの検索アルゴリ

ズムの音質の評価を行いました。評価に

は、拡張方法と、分割方法 2種類の最適

な量子化ステップの検索と初期量子化ス

テップ算出アルゴリズムを 8hz-mp3に適

用した 2種類のエンコーダと初期量子化

ステップ算出アルゴリズムのみ適用した

8hz-mp3を使用しました。評価値は何も

手を加えていない 8hz-mp3の 320kbpsの

MP3データに対する劣化値です。ここで

は 128kbpsのMP3データの評価値を 1.00

として基準化してあります。また、参考

として 112kbpsのMP3データの音質値
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も載せてあります。

表 10にその結果を示します。

基本的に、この処理は音質が変わるよ

うなことを行っていないので初期量子化

ステップアルゴリズムのみの場合と同じ

になるはずです。

この結果を見ると、初期量子化ステッ

プアルゴリズムと同じ結果が得られてお

り、音質的には何も影響を与えていない

ことがわかります。よって、この方法も

問題無く利用できることが分かります。

7.4 量子化回数

この最適な量子化ステップの検索アル

ゴリズムを適用することにより、実際に

量子化の回数が削減されているかどうか

検証を行いました。手を加えていない8hz-

mp3、初期量子化ステップの算出アルゴ

リズムのみ適用したもの、分割方式を適

用したもの、拡張方式を適用したもの、

それぞれのエンコーダで実際にエンコー

ドを行い、その時の量子化の呼び出し回

数を gprofで調査しました。その結果を、

表 11に示します。

結果を見ると、初期量子化ステップ算

出アルゴリズムのみに比べ、どちらの方

法でも、量子化回数が削減できているこ

とが分かります。特に拡張方式では、何も

変更を加えていない 8hz-mp3に対して、

30%以下の量子化回数で済んでいます。

分割方式と拡張方式との量子化回数の

差は、主に領域を判定するための処理の

有無によるものと考えられます。

よって、今回提案の拡張方式を用いる

ことにより、量子化回数の少ない、効率

的なエンコードを行える事が分かります。

7.5 エンコーダの高速化に関す

る総評

これらの高速化手法は、問題無く利用

でき、かつ実際に高速に動作することが

確認できたが、他の高速化手法との比較

を行っていないのでどれだけ実用になる

かは、いまだ、未知数であると言えるか

も知れません。

とはいえ、[5]の午後のこ～だを簡単に

調べた限りでは、まだ、我々が改良を加

えた部分では、とくに高速化が行われて

いるようには見えないので、それなりの

効果はあると思われます。

しかし、午後のこ～だは、非常に高速

なプロセッサを無駄無く使うことを目的

に設計しているようです。そのためSIMD

命令などを使いメモリへのアクセスを減

らすなどしているようです。我 は々、アー

キテクチャに依存するレベルの高速化は

行っていないので、このような部分では

どちらが速いかは何ともいえません。こ

の点については実際に比較を行って見る

必要があります。

ですが、ローパワーなプロセッサ、例
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Data A Left A Right B Left B Right C Left C Right D Left D Right

112kbps 1.080 1.083 1.049 1.050 1.094 1.094 1.069 1.071

改良初期量子化

ステップ算出 0.999 0.978 0.978 0.992 1.003 1.015 0.978 0.974

分割方式 0.999 0.978 0.978 0.992 1.003 1.015 0.978 0.974

拡張方式 0.999 0.978 0.978 0.992 1.003 1.015 0.978 0.974

表 10: 音質の違い

回数 割合 [%] 回数 割合 [%]

Data A B

8hz-mp3 1,021,943 100.0 507,293 100.0

改良初期量子化

ステップ算出 372,319 36.4 194,983 38.4

分割方式 357,606 35.0 186,061 36.7

拡張方式 268,463 26.3 140,458 27.7

Data C D

8hz-mp3 464,323 100.0 1,152,445 100.0

改良初期量子化

ステップ算出 173,588 37.4 437,804 38.0

分割方式 166,711 35.9 420,819 36.5

拡張方式 125,384 27.0 315,623 27.4

表 11: 量子化回数の違い

えば PDA等に使われるような、SSEや

MMXと言ったSIMD命令が無いプロセッ

サであれば、本論文の手法の効果が効果

的に見えやすいと思われます。

また、午後のこ～だではメモリレイテ

ンシを嫌い、テーブルではなく演算で行っ

ています。現在の多くのPCに見られる、

メモリ速度と CPU速度が桁違いに差が

あるようなシステムでは確かにこの点も

一理あると思われます。しかし、低速な

プロセッサのシステムに対してはそのま

ま通用しないと思われます。加えて、我々

が設計した手法に限ってはテーブルを用

いてはいるものの、精度にもよりますが
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非常にテーブルとしてはコンパクトで、

おそらくキャッシュにも載るサイズだと

思われます。故に、汎用的に考えるなら

ば、我々の提案しているこの手法は有効

なものであると考えられます。

8 今後の課題

8.1 最適な量子化ステップ検索

時の偏差量のチューニング

現状では、偏差量を 15と置いて行って

いますが、本当に 15がベストなのか、検

証が必要と思われます。実際に、さまざ

まな曲に対して、偏差量を変化させて統

計を取ってこの値をしっかり定めていく

必要があると思われます。

8.2 実時間での高速化の評価

現在、この提案手法の評価は、量子化

の回数のみでしか行っておりません。し

かし、その変更によって、プログラム全

体として、どの程度のパフォーマンスが

得られたか、の方が一般的に分かりやす

く実用的です。

基本的に、量子化部分しか扱っていな

いので、全体としては 30%を越えること

は無いと思われたのですが、体感的には

もっと速度が出ているように感じました。

おそらく、最適な量子化ステップの検索

で量子化と同時に行われていた、ビット

数のカウントなどの処理も低減された影

響ではないかと思われます。

この当たりも含めて、全体としてどの

程度、高速になったを示す必要があると

思われます。

8.3 他の高速化手法との比較

いままでの比較は、高速化については

あまり考えていないと思われるものがベー

スだったため、午後のこ～だ等の最近の

高速化を図った、エンコーダと比べてど

の程度のパフォーマンスがあるのかが全

く分かりません。

そこで、我々が改良した部分を、午後

のこ～だ等に埋め込み、埋め込み前と後

で、どれくらい性能が変わるかためして

見る必要があると言えます。

また、速度だけでなく、音質の面でも

比較してみる必要もあると思われます。

午後のこ～だでは、速度のために若干音

質が落ちているそうなので、そのバラン

スがどのように異なるか、検討してみる

必要もあります。

8.4 音質評価手法の改良

我々は、今回の評価方法として、原音

にどれだけ近いかどうかを、測りました。

しかし、MP3に代表されるような最近

の音声符号化技術は、原信号の維持では

なく、聴覚的に同一であることを目指し
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ています。極端にいうならば、原信号と

は似ても似つかない変換を加えられたと

しても、聞いたときに同じに聞こえれば

問題無いことになります。

よって、聴覚モデルを評価に導入する

必要があるかも知れません。しかし、同

じに聞こえればいいと言えども、原信号

に近いものであることに、越したことは

無いので、かなり、判断が難しいと思わ

れます。
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