
 

 

 

 

 

 

 

卒業論文 

MP3エンコーダのハフマン符号器を用いたエ

ンコード処理の高速化 

 

 

東海大学情報理工学部ソフトウェア開発工学科 

 

6ADF1118 岡部裕之 

 
２０１０年 1月３１日



東海大学 情報理工学部 

ソフトウェア開発工学科 

学生番号：6ADF1118 

氏名  ：岡部 裕之 

 

題：MP3エンコーダのハフマン符号器を用い

たエンコード処理の高速化 

 

１、 本研究の意味 

  

 本研究は、1989年に開発された圧縮音声情

報規格「MPEG Audio-Layer 3（以下MP3.）」

のエンコード処理の高速化をはかることを目

的とした研究である。この研究の最終目標は、

リアルタイムで音声情報をエンコードするこ

とである。この研究が完成すれば、高音質で

ある情報をより遠くに、より早く届けること

が出来る他、インターネットの音楽配信コン

テンツでの活躍など、様々な分野において活

躍することが予想される。 

 

２、 MP3とは 

 

 1970 年代初頭、ドイツのエルランゲン-ニ

ュルンベルク大学のディター・ザイター

（Dieter Seiter）教授が、電話回線を通して

音楽を圧縮転送するという課題を研究したこ

とが MP3 の起源となる。後、MP1（MPEG 

Audio-Layer 1 ） 規 格 と MP2 （ MPEG 

Audio-Layer 2）規格を通して、それらにハフ

マン符号化アルゴリズムを取り入れた規格が

1989年に誕生した。まだ、明確な名前や規格

として確立していなかった。そして、パーソ

ナルコンピュータが一般に普及し始めた

1995年に規格にMP3という名前がついた。

衛星放送の音声送信フォーマットにも選ばれ

た。その後、インターネットが普及すること

により電子情報をより遠くに届けることが容

易になったことで、CD音源をMP3に圧縮し

他人に配信する行為が流行る。また、MP3は

CD音源の 10分の１のファイルサイズで、CD

音源と同じ程度の音質を維持できるため、小

型のポータブルオーディオ再生機が出来る。

現代では、アップルコンピュータの「i-Pod」

やソニーの「ウォークマン」を代表する所謂

ポータブルオーディオプレイヤーが人気とな

っている。それらが再生することが出来るオ

ーディオ規格の中心はもちろんMP3である。

また、携帯電話にオーディオ再生機能を付け

たものまである。このように、MP3は一般大

衆に深く浸透している。 

なぜ MP3は普及したのだろうか。MP3が

開発された時代は、インターネットの回線は

電話回線であり、非常に転送速度が遅く、イ

ンターネットの利用者数も少なかった。

Windows95 が出てきた頃、Microsoft 社の

「Internet Explorer」が OSに標準で付属さ

れたのをきっかけに、インターネット利用者

数が増え、個人でホームページを持つ人が増

えだ。そして、そのホームページで自分の作

曲した音楽を配布すると言う行為が可能とな

った。この頃は、MP3よりもMIDIという規

格で配布する形が主流だった。MIDI とは、

楽譜とそれを演奏する演奏者を電子化したよ

うなもので、これを再生する特別な再生装置

で音を鳴らすと言う方式だった。ファイルサ

イズは 1 メガバイトもなく、通信速度が遅い

電話回線でもそんなに時間をかけずにダウン

ロードできた。しかし、インターネットの通

信速度が上がっていくにつれて、より大きな

ファイルサイズのデータをダウンロードする

ことが可能となり、ISDN回線の普及により、



国際電話料金をかけずに海外のインターネッ

トサイトに接続できるようになったことから、

利用方法の幅が増えた。そして、自分の気に

入った曲の CDをMP3に変換し、自分のイン

ターネットサイトで公開し、その曲を広めよ

うという行為が出来るようになった。そして、

小型で持ち運べるMP3再生装置が開発され、

従来のテープ、CD、MDを再生する所謂「ウ

ォークマン」を置き換えていった。代表的な

ものにアップルコンピュータの「i-Pod」があ

る。この「i-Pod」が、さらに MP3 を広める

ことになる。 

i-Podの登場により、ポータブルオーディオ

が変わった。今までは、買ってきた（もしく

は CDレンタルショップ等で借りてきた）CD

からMDやテープに録音し、それを専用のポ

ータブル再生機器にて、音楽をどこでも楽し

むと言うスタイルだった。この場合、コンポ

ーネントステレオや何かしらの録音機を通じ

て、録音媒体に録音することになる。MD の

場合、CDの PCMから AACという圧縮規格

に変換されてMDに記録される。この時、MP3

と同じで可視聴音域外の音をカットする方式

を取っているので、音質はすこし劣化する。

MDからMDへ録音することを繰り返すと、

ノイズが激しくなり、データは劣化する。テ

ープはデジタルではなくアナログである。こ

ちらも、何回もダビング（テープからテープ

への録音、もしくは録画）を繰り返すと、デ

ータが劣化してノイズが乗るようになる。こ

の二つの方式では、分計算で録音できる容量

が決まっている。MDの場合、1倍速（標準）

モードでは、多くて 80分、4倍速でその 4倍

の時間、8 倍速では 1 倍速の 8 倍の時間。た

だし、音質は倍速にすればするほど、劣化す

る。テープも同じである。MD の場合は、圧

縮レートを上げることにより、一曲のデータ

容量を少なくしている。テープでは、倍速録

音をする時、テープの回転をその分遅くする

ことにより、録音時間を長くしている。 

一方、i-PodはパソコンにUSB端子で繋ぎ、

専用のソフトウェアでパソコンの HDD 上に

ある音楽ファイルを i-Pod 本体に転送するだ

けで、どこでも音楽を楽しむことが出来る。

扱えるファイルはMP3だけではなく、WAVE

ファイルや AAC も扱うことが出来る。MP3

はCDと同等程度の音質で 10分の 1程度のフ

ァイルサイズまで圧縮することが出来る。

MD とは違い、専用の録音機が必要でなく、

パソコンを使って簡単に録音ができ、録音し

ている曲が最後まで終わるのを局の時間と同

じ時間待つ必要もない。CDアルバムをMP3

に圧縮するのに長くても 10分で済む。さらに、

i-Pod本体のメモリ容量も大きかった。今のよ

うに 160ギガバイトなんて大きな容量ではな

いものの、MP3を 100曲入れるには十分な容

量だった。CD を沢山持っている人は、その

分のMDやテープを用意する必要がなくなっ

たのである。これ一つで全部収まってしまう

のである。 

しかし、MP3ファイルを取り扱うことが出

来ると言うことは様々な問題を起こした。特

に、一番大きな問題は、著作権の侵害である。

前述したとおり、当時はインターネット上に

MP3 ファイルを公開するという行為が行わ

れていた。しかし、この行為は音楽のアーテ

ィストへの著作権を侵害する行為として問題

になっていた。i-Podが出る前までは、パソコ

ンを使い音楽を聴くスタイルをとる人たちが

MP3を多く利用していた。音楽を配信、配布

する人たちも利用していた。更に、「WinMX」

「Winny」などの P2P（Pear To Pear）通信



ソフト（所謂、交換ソフト、共有ソフト）を

利用して、不正に人の著作物を交換、共有す

る行為が蔓延していた。音楽も例外ではなか

った。i-Podが世界中に広まり始めた頃、この

ソフトを利用して音楽ファイルをゲットしよ

うとする人々が増えた。無料で好きなアーテ

ィストの曲が入手できるソフトがある、とい

う噂が広まった結果、i-Pod も売れていった。

MP3はその波に乗り、世の中に浸透していっ

た。デジタルデータであり、パソコンで簡単

に扱えると言うことは、コピーしても劣化し

ないデータである。何度コピーしても、劣化

しない。MD やテープから比べればかなり便

利になった。 

MP3は曲の著作権だけでなく、エンコーダ

そのものにも特許権がある。MP3は圧縮方式

にハフマン符号を利用している。このハフマ

ン符号化する部分は、非常に複雑であり、過

去の多くの MP3 エンコーダは ISO仕様書規

格通りに作られた「dist10」というMP3エン

コーダのハフマン符号化アルゴリズムを元に

作っていた。しかし、このハフマン符号化ア

ルゴリズムの特許を取った会社が現れたため

インターネットでフリーソフトとして配布す

る形を取っていた多くの MP3 エンコーダは

特許の使用料金を払うことが出来ない、また

は裁判所からの警告や会社からの警告によっ

て、撤退することを余儀なくされてしまった。

このハフマン符号化アルゴリズムの特許を回

避してMP3にエンコードするためには、特許

方式とは違うやりかたでエンコードするほか

ない。この違うやり方でMP3にエンコードす

ることを成功させたのが「LAME（LAME 

Ain’t an MP3 Encoder = “LAMEはMP3エ

ンコーダではない”）」である。実は、MP3エ

ンコーダには特に決められたエンコード方法

は仕様で定められていないのである。つまり

最初からエンコードする方法は、自由だった

のだ。MP3デコーダで読むことができるファ

イルにしてしまえば、それはもうMP3なので

ある。特に LAMEは“力技”ともいえるやり

方で、特許を回避しているだけでなく、他の

エンコーダよりもいくらか音質が良いという

評判がある。さらに、エンコード時に音質を

調整できるオプションや、ショートブロック

のみ、ロングブロックのみでエンコードでき

るなど、様々なオプションが用意されている。

現在出回っている殆どの MP3 はこの LAME

でエンコードされている。また、LAMEエン

コーダのエンコード速度を早くした「午後の

コーダ」というエンコーダもある。「午後のコ

ーダ」は一時期、日本のインターネット上で

爆発的な人気を誇っていた。GUI 環境で

LAMEを使ったエンコードが出来たことが人

気になった理由の一つであると考えられる。

DLL（Dinamic Link Library）版もあり、他

のソフトウェアでMP3をエンコードする、又

はデコードする場合、この DLL版を組み込ん

でいたソフトウェアが多かった。午後のコー

ダでエンコードした MP3 ファイルをバイナ

リエディタで開くと、いたるところに

「GOGO」という文字が埋め込まれているの

が特徴である。この二つのエンコーダは、コ

ンパイル済みのものを配布せず、コンパイル

する前のソースコードとコンパイラを配布し

ている。こうすることで、研究目的のオープ

ンソースソフトウェアという建前で、特許を

回避している。 

MP3には特徴がある。前述したハフマン符

号化による圧縮もその一つと言える。MP3は

人間には聞き取ることの出来ない高い音域を

削ることにより、更にファイルサイズを小さ



くしている。しかし、高音域を削ることは、

音質に対して悪影響を及ぼす。たとえば、音

が妙に狭く聞こえるとか、迫力がなくなると

か、爽快感がなくなるとか。それをある程度

防止する方法として、心理聴覚音響モデルと

いう人間の錯覚を利用する方法がある。 

 

 

３、MP3の仕様 

前述したとおり、MP3はエンコードの仕方

を仕様で決めていない。デコードできれば良

いとされている。ISO 仕様書にはエンコード

時に、デコードする時に必要な情報の項目が

書かれている。ISO 仕様書通りに作られた

Dist10 でエンコードした MP3 ファイルは、

ISO 仕様書に書かれている情報の項目の順番

にビットを出力しているため、仕様書をみれ

ば人でも解読できる。なので、私は仕様書と

照らし合わせながら Dist10 でエンコードし

たMP3ファイルを手で解読していった。時間

はかかったものの、何とか基本の構造は理解

することが出来た。 

さて、あなたが Dist10でエンコードしたＭ

Ｐ３ファイルを期待に胸を躍らせながら、バ

イナリエディタを使い開いた時、そこには意

味不明な数字とアルファベットがずらりと並

んでいるだろう。そしてあなたは驚愕し、恐

れ、逃げたくなるだろう。しかし、その文字

列にはそれぞれ意味があることを忘れてはい

けない。森を見て木を見ず。その木にはいろ

いろな情報が書かれていて、あなたを MP3

エンコードという目的に導いてくれる。そし

て、あなたは右手にペンと消しゴムを、左手

には「ISO/IEC 11172-3」と書かれた一冊の

地図とノートを持ち、果敢にその文字列の森

に挑むのだろう（笑）。正直、この作業には相

当な気力と根気が必要である。しかし、もし

あなたが仕様書を見ただけで理解が出来、C

言語なりのプログラムが書けるのならば、そ

の仕様書にそってプログラムを作り、そのプ

ログラムを使い解読するほうが労力は大分減

るだろうとコメントしておく。ちなみに、文

字列の森と述べたものをビットストリームと

呼ぶ。本当は文字列ではなく、バイナリコー

ドであったりする。 

さて、まずはMP3ファイルの基本構造から

説明する。MP3は「フレーム」という大きな

くくりの中に「グラニュール」という中くら

いのくくり、そして「チャネル」という小さ

なくくりによって構成されている（図１）。 

 

図１、MP3の１フレームの構成図 

チャネルはモノラルの場合は１つ、それ以外

は 2 つある。グラニュールは必ず２つある。

このグラニュールとチャネルの情報を持った

部分がフレームとなる。このフレームをたく

さん並べたものがMP3である。1フレーム含



まれるバイト数をNとすると次の計算でNを

求めることが出来る。 

 

今 、 こ こ に bitrate が 128kb/s で

sampling_frequency が 44,1kHz の固定レー

トのＭＰ３データがあるとする。上の式を使

い計算するとＮ＝418（四捨五入）．つまり、

1 フレーム中に 418 バイトの情報があると言

うことである。この 418バイトの情報の中に

元の波形にもどすための情報が含まれている。 

 フレームの一番最初にはフレームの初めを

標している同期語「Syncword」がある。この

同期語を使い、フレームの最初を探す。同期

語は 12bitの”1”で構成されている。つまり、

１が 12個並んでいるだけである。バイナリエ

ディタであれば、16進数なので“FFF”とな

る。この同期語のあとに、デコードに必要な

情報が記述されている。 

 同期語を含む最初の４バイトのデータをヘ

ッダと言う。このヘッダには連続して「同期

語」「ID」「レイヤ情報」「プロテクション（CRC

検査）の有無」「ビットレート情報」「サンプ

リング周波数」「パッディングビット」「プラ

イベートビット」「モード情報」「モードエク

ステンション」「コピーの許可」「オリジナル

データかコピーデータか」「エンファシス」と

いう順に記述されている（表１）。詳細は仕様

書を参照してほしい。 

 

 

 

 

 

 

表１、ヘッダ情報 

情報 ビット数 意味

Syncword 12bit 同期語

ID 1bit

Layer 2bit レイヤ情報

Protection_bit 1bit CRCの有無

Bitrate_index 4bit ビットレート

Sampling_frequency 2bit サンプリング周波数

Padding_bit 1bit パッディングビットの有無

Private_bit 1bit

Mode 2bit モード

Mode_extention 2bit

copyright 1bit コピーの許可

original/copy 1bit オリジナルかコピーか

emphasiss 2bit

Header()

このヘッダの節ではそのフレームの MP3 デ

ータがどのようなサンプリング周波数で、1

秒にどれくらいのビットを使っているか、レ

イヤはいくつか、モード（ステレオとかモノ

ラルとか）はどれでエンコードしているのか

等、音のモデルを記している。このヘッダ情

報を元に、MP3データを PCMなどの音の波

形データにデコードしていく。逆に、エンコ

ードする時はこれらの値を最初に決めておき、

それに沿ってエンコードする。 

 ヘッダ情報の次には CRC 巡回冗長検査の

ビットが並ぶ。しかし、このビット列はヘッ

ダの「Protection_bit」が０の場合のみ出力さ

れる。出力された場合、そのフレームにおけ

る巡回冗長検査の値を書き込む。検査方法は

CRC-16 を使用する。ビット長は 16 ビット。

検査の対象のビットはヘッダ情報の 4 バイト

分と、付加情報（ヘッダの後ろの 32バイト分）

である。CRCの検査方法は図２の通りである。

この CRC検査がない場合、予期せぬエラーで

ビット情報に欠損が出た場合、デコードする

際ひずみが出てしまう可能性が高い。CRCが

あれば、ある程度のエラーは回復できるので、



CRCは付加しておくほうが良い。 

 CRC検査ビット列の次には、オーディオデ

ータ（Audio_data())が続く。この部分で初め

てグラニュールとチャネルに触れる。このオ

ーディオデータ節では MP3 データのデコー

ドに必要な情報が記述されている。オーディ

オデータの最初には「main_data_begin」と

いう 9bitのデータがある。main_data_begin

とは、メインデータの開始位置を示す値であ

る。同期語からこの値のバイト分だけ、前の

フレームのメインデータ節にこのフレームの

メインデータが含まれることになる。実は、

MP3は 1フレームに入るメインデータの量が、

1 フレームに入れられる分より少なかった場

合、その次のメインデータを、今のメインデ

ータにの後ろに入れることが可能なのである。

こうすることにより、無駄を省き、ファイル

サイズをより小さくしている。それを実現す

るための情報がこの main_data_begin であ

る（図３）。 

 

図３、main_data_beginの説明 

 

Main_data_beginの次は「Private_bit」が続

く。この Private_bitは意味を持たない情報で

ある。仕様書によると「将来にわたり、この

規格では規定しない」らしい。しかし、この

Private_bitはモノラルモードと、それ以外の

モードではビット長が変わってしまうので注

意が必要だ。モノラルモードでは 5 ビット、

それ以外のモードでは 3 ビットと決められて

いる。 

 このオーディオデータ節の中には、MP3の

特徴とも言えるスケールファクタ（倍率）を

定める節も記される。Private_bitの次に来る

「Scfsi[ch][scfsi_band]（ ch はチャネル、

scfsi_band はスケールファクタバンド。同倍

率選択情報群。）」がそれである。MP3で言う

スケールファクタとは、音の音量を決める係

数である。この値が大きければ大きいほど、

音量が大きくなる。Scfsiではスケールファク

タの適用方法を、チャネルごとにスケールフ

ァクタバンドで設定している。スケールファ

クタバンドは、１チャネルにつき４つある。

なので、ステレオの場合は８つあることにな

る。短いブロックを使用する場合、Scfsiは０

とする。 

 倍率情報が定まったところで、次からはグ

ラニュールとチャネルごとに情報が分かれる。

モノラルのデータの場合、2 つのグラニュー

ルに、それぞれ 1 チャネル分のデータが書か

れている。それ以外のモードの場合は、2 つ

のグラニュールにそれぞれ 2 チャネル分のデ

ータが入っている。一番最初の情報は

「 Part2_3_length[gr][ch] 」 で あ る 。

Part2_3_length ではハフマン符号のビット

長を記してある 12ビットの情報である。1グ

ラニュール中に含まれるハフマン符号の長さ

はそれぞれ長さが違う。この値を読み、どこ

までがどこのグラニュールのどこのチャネル

のメインデータかを確認することが出来る。

次に続くのが「Big_value[gr][ch]」である。



ビット長は９ビット。Big_value 領域は、ハ

フマン符号表を用いて０からナイキスト周波

数までの全周波数帯域をいくつかの領域に分

割し、ハフマン符号化した部分である。この

節の Big_valueは、その Big_value領域のデ

ータの個数を表している。Big_value のハフ

マンコードを符号表と照らし合わせると、x

と yの 2つの値を得ることが出来、その後ろ

に続くビット列からその 2 値がプラスかマイ

ナスかを知ることが出来る。1 グラニュール

における Big_valueの個数は 576個と決めら

れている。３つの短いブロックの場合、1 つ

の窓に最大で 192個の Big_valueを入れるこ

とが出来る。 

その次は「Global_gain[gr][ch]」である。

量子化ステップ情報を対数量子化して付加す

る付加情報変数である。この値は、逆量子化

す る 時 に 使 用 す る 。 次 の

「Scalefac_compress[gr][ch]」はスケールフ

ァクタの同倍率群のビット長を決める情報で

ある。仕様書には、Scalefac_compress 表が

付属されている（表２）。同倍率群は

Block_type（後述）によって、範囲が定めら

れる。表 2 の Slen1、Slen2 は同倍率群の前

半と後半のビット長の値である。Block_type

が０，１、又は３のとき Slen1は同倍率群０

～10に対する倍率のビット数、Slen2は同倍

率群 11~20 に対する倍率のビット数。

Block_typeが２でかつMixed_block_flag（後

述）が０のとき、Slen1 は同倍率群０～５に

対する倍率のビット数。Slen2 は同倍率群６

～１１に対する倍率のビット数。Block_type

が２でかつ Mixed_block_flag が１のとき、

Slen1 は同倍率群０～７（長い窓）および３

～５（短い窓）に対する倍率のビット数。Slen2

は同倍率群６～１１に対する倍率のビット数

である。 

表 2、Scalefac_compress表 

Scalefac_compress[gr][ch] slen1 slen2
0 0 0
1 0 1
2 0 2
3 0 3
4 3 0
5 1 1
6 1 2
7 1 3
8 2 1
9 2 2
10 2 3
11 3 1
12 3 2
13 3 3
14 4 2
15 4 3  

 

その次は「Window_switching_flag[gr][ch]」

が続く。Window_switching_flagはそのブロ

ックが普通の窓（Block_type==0）以外を使

用 す る こ と を 示 す 1 ビ ッ ト の 値 。

Window_switching_flagが設定された時、他

のいくつかの変数を特に指定しない限り、次

に示す値に設定する。 

 

Region0_count = 7 

(Block_type == 1, Block_type == 3 又は 

Block_type == 2かつ mixed_block_flag == 1

のとき。） 

Region0_count = 8 

(Block_type == 2かつmixed_block_flag == 1

のとき。) 

Region1_count = 36 

 

Big_value 領域の残りの全ての値は、領域１

（Region1）に含む。Window_switching_flag

が設定されていない（０である）時、



Block_type は０とする。Region0_count、

Region1_countについては、後述する。 

 Window_switching_flag の 次 の 情 報 は

「Block_type[gr][ch]」である。この情報は、

対応するグラニュールのブロックタイプ（窓

タイプ）を示す。ブロックタイプには開始ブ

ロック、3 つの短いブロック、停止ブロック

の３つと、予約されたブロックタイプがあり、

主に 3 つの短いブロックを利用してエンコー

ドする（表３）。開始ブロックは、主に MP3

データの 1 フレーム目（開始フレーム）で使

用される。短いブロックは、高い周波数の音

をエンコードする際、長いブロックではプリ

エコーがかかってしまうため、３つに短く切

り、時間解像度をよくして、プリエコーの発

生を抑えるためにできた。停止ブロックは、

最後のフレームで使われる。 

表３、Block_type 

Block_type[gr][ch] ブロックタイプ
0 予約
1 開始ブロック
2 ３つの短いブロック
3 停止ブロック  

 

Block_type および mixed_block_flag は、そ

のブロックの数値（情報）の並び方、変換の

回 数 に つ い て の 情 報 を 与 え る 。

Window_switching_flag == 1 の と き 、

mixed_block_flagは低域側の多重位相フィル

タ分割帯域を普通のブロックタイプを使って

符号化するかどうかを示す。長いブロックの

場合（Block_type が２でない場合、または

Block_type == 2 であり、Mixed_block_flag 

== 1 であり、かつ低域側分割帯域の場合）

IMDCTは 18個の入力ごとに 36個の出力を

生成する。その出力に Block_typeに応じた窓

をかけ、その前半を前ブロックの後半とかさ

ねあわせ処理をする。得られたベクトルを多

重位相フィルタバンク合成部の一つの帯域の

入 力 と す る 。 短 い ブ ロ ッ ク の 場 合

（Mixed_block_flag == 1であり、Block_type 

== 2であり、かつ高域側分割帯域の場合、又

は mixed_block_flag == 0 で あ り か つ

Block_type == 2の場合）、それぞれ 12個の

出力値を生成する変換を 3 回実行する。この

3 ベクトルに窓を掛け、互いに重ねあわせ処

理をする。得られたベクトルの両端にそれぞ

れ 6個の”0”を連結し、長さ３６のベクトルを

作り出し、それを長いブロックに用いた変換

の出力と同様に処理をする（図４）。

Block_type の 次 は 、

「Mixed_block_flag[gr][ch]」の情報が入って

いる。Mixed_block_flagは高域側で使用する

窓と異なる窓で低域側を変換することを示す。 

 

図４、３つの短いブロックの 1ブロック 



Mixed_block_flag == 0 のとき全てのブロッ

クに Block_type[gr][ch]が示す変換を行う。

Mixed_block_flag == 1のとき、最低域側の 2

個の多重位相分割帯域に対応する周波数成分

を普通の窓(Block_type == 0）で変換し、残

りの 30個の分割帯域をBlock_type[gr][ch]に

応じて変換する。Mixed_block_typeが設定さ

れた場合、そのグラニュールには短いブロッ

クと長いブロックが混在していることになる。

Mixed_block_type の 次 は

「Table_select[gr][ch][region]」が入っている。

この情報は、最大量子化値および信号の局所

的な統計的性質に応じて異なるハフマン符号

表を使用する。合計３２種の符号表があり、

この中から適切な符号表を使い符号化する。

この Table_select で選択された符号表は、

Big_value領域のみで使用される。MP3にお

けるハフマン符号化は、通常のハフマン符号

化とは違い、もとからコード表が決まってい

る。この表の中から音質とファイルサイズを

見て適切な表を選択しなければならない。こ

この部分で、複雑な計算をする。この部分に

かかる時間を短縮することにより、エンコー

ド速度の向上につながると考えている。この

コード表には Big_value領域で得られる xと

yの２つの値が記されている。 

次 に 入 る 情 報 は 、

「subblock_gain[gr][ch][window]」である。

あ る サ ブ ブ ロ ッ ク に つ い て

global_gain[gr][ch]からの偏位量（４のべき乗

による量子化）を示す。Block_type == 2（短

い窓）の場合だけ使用する。復号器において

サブブロックの数値を以下の式で除する 

 

 Subblock_gain の 次 に は 、

「region0_count[gr][ch]」が入る。ハフマン

符号器の能力を高めるためにスペクトルを更

に分割する。これは、Big_value で表される

領域を更に再分割することに相当する。この

再分割は誤り耐性改善および符号化率向上を

目的として行う。領域０、１又は２の３領域

を用いる。各領域を最大量子化値および信号

の局所的性質に応じて、異なるハフマン符号

表で符号化する。region0_countには、count1

領域（後述）の前半の領域の終点の同倍率群

番号が書かれている。Count1領域は、仕様書

付属の同倍率群表と、ハフマン符号表 A、お

よびハフマン符号表 B（後述）を使い変換す

るため、この値が必要となる。領域の境界は

スペクトルの同倍率群の分割点と一致させる

必要がある。値、region0_count は領域０

（region0）の同倍率群数より１少ない値とす

る。短いブロックの場合、各同倍率群表は各

短い窓に対し、1 回ずつ、合計 3 回数える。

したがって、region0_count の値が 8 の時、

領域１を同倍率群表３からはじめることを示

す。Block_type == 2かつMixed_block_flag 

== 1のとき、そのグラニュールの同倍率群総

数は 12×３= 36とするBlock_type == 2かつ

Mixed_block_flag == 1のとき、同倍率群の総

数は、８+９×３＝３５とする。Block_type

が２でないとき、同倍率群の総数は２１とす

る 。 Region0_count の 次 に は 、

「Region1_count[gr][ch]」が入っている。

Region0と同じく、Count1領域のスペクトル

の分割点を示している。領域内の同倍率群数

より少ない数とする。Block_type == 2のとき、

異なる時間スロットを表す同倍率群は別々に

数える。 

その次は「preflag[gr][ch]」である。Preflag

は量子化値の高域を更に増幅する簡便な方法



である。Preflagを設定すると、仕様書の付属

の表に示された値を倍率に加算する。これは、

逆量子化した倍率に表の値を乗算することと

投下である。Block_type == 2（短いブロック）

の時、Preflagは使用しない。 

次は、「Scalefac_scale[gr][ch]」である。

Scalefac_scale に応じて、倍率は、２又は√

２のステップ幅で対数量子化する。次の表に

各ステップ幅に対する逆量子化の式で使用す

る、倍率への乗数を示す（表４）。 

表４、scalefac_scale 

scalefac_scale[gr][ch] scalefac_multiplier
0 0.5
1 1

 

次は、Count1table_select[gr][ch]である。

大きさ 1 以下の量子化値からなる四つ組みの

領域に対して、使用可能な 2 種のハフマン符

号表のうちの一つを選択する。この 2 種ハフ

マン符号表が付属書の符号表 A、符号表 Bで

ある。Count1table_selectで、Count1領域が

符号表Aか符合表Bを使っているかが分かる

（表５）。 

表５、Count1table_select 

count1table_select[gr][ch]選択するハフマン符号表

0 付属書B（規定)表 B.7(A)

1 付属書B（規定)表 B.7(B)

 

これらの情報が、ステレオの場合、1 グラニ

ュールに 2チャネル分。グラニュールは 1フ

レームに 2 つあるので、合計４つ分出力され

ている。以上、ここまでの情報が Audio_data

である。 

 

 

Audio_data ではデコードに必要な情報が

記載されていた。次の情報は、倍率に関する

情報の「main_data()」である。仕様書によれ

ば「量子化雑音を周波数領域で重み付けする

ために、倍率を用いる。量子化雑音の重み付

けが正しければ、人間はその量子化雑音を知

覚できない。」と書いてある。つまり、MP３

の一つの特徴である、人間が聞くことの出来

ない高音域を削るということをこの倍率を用

いて実現していると言うことである。レイヤ

１とレイヤ 2 とは異なり、レイヤ３の倍率は

量子化した信号の局所的最大値について、何

も規定しない。レイヤ 3 では倍率は複合器で

数値の集まりに対する割り算の除数を得るた

めだけに使用する。レイヤ３の場合、その集

まりはいくつかの周波数成分にまたがってい

る。これらの集まりを同倍率群と呼び、可能

な限り臨界帯域に一致するように選択する。 

Scalefac_compress 表は、倍率０～１０が

０～１５（最大長 4 ビット）の範囲にあるこ

と、および、倍率１１～２１は０～７（最大

３ビット）の範囲にあることを示す。スケー

ルファクタのビット長は０～4 ビットで、

Scalefac_compress 表から得られる Slen1 と

Slen2 がそのままビット長になる。スケール

ファクタの符号化に使用するビット数は

Part2_lengthと呼び、次のように計算する。 

 

 



Audio_dataの次は、「Huffmancodebit()」

つまり、ハフマン符号である。このハフマン

符号の中に、音の元となるデータが詰まって

いる。Huffmancodebitの中には、Big_value

領域と、Count1 領域と、ZERO 領域という

３つの領域がある（図５）。Big_value領域で

は32個のハフマン符号表のうち1つの表を選

んでエンコードされた値が詰まっている。こ

れらの個数は２の倍数である。この領域では

xと yの 2値が得られる。また、2値のほかに

linbitsと言う値も得られる。linbitsは各は不

満符号表に書かれているので、その値の分の

ビットを読む。Count1 領域では符号表 A か

符合表 Bでエンコードされた値が入っている。

この領域では、v、w、x、yの 4値が得られる。

いずれも、－１，０，１のどれか。個数は４

の倍数でなければならない。ZERO 領域は 0

の値が入っている領域である。多くの場合、

前のフレームの main_data()が入っているた

め、ビットストリームには出力されていない。 

 

Big_value 領域は次のパラメタで構成され

ている。 

・ Hcod [|x|] [|y|] 

ハフマン符号表への引数。この引数を

使って、xと yの２値を得ることが出来

る。 

・ hlen [|x|] [|y|] 

値 x、ｙのハフマン符号長符号表への引

数。要は、ハフマン符号のビット長で

ある。 

・ signx 

もし、ｘの値がある場合、ｘの値が正

の値か、負の値かを示す。０の場合、

正。1の場合負。 

・ signy 

   もし、ｙの値がある場合、ｙの値が正

の値か、負の値かを示す。他は signx

と同じ。 

・ linbits 

linbitsx又は linbitsyがある時、そのビ

ットの長さ。 

 

 Count1 領域は次のパラメタで構成されて

いる。 

・ Hcod [|v|] [|w|] [|x|] [|y|] 

ハフマン符号表への引数。Big_value

領域とは違い、v、ｗ、ｘ、ｙの 4値を

得ることが出来る。 

・ signv 

もし、ｖの値がある場合、ｖの値が正

の値か、負の値かを示す。０の場合、

正。1の場合、負。 

・ signw 

もし、w の値がある場合、ｗの値が正

の値か、負の値かを示す。他は signv

と同じ。 

 あとは Big_value と同じく、signx、signy

がある。意味も同じである。 

 

これらから得られた数値を逆量子化（IMDCT

変換）することにより、音の波形を得ること

が出来る。デコードするとき Block_type == 2

（短いブロック）の場合、Big_value 領域は

同倍率群表を使い、デコードする（図６）。 

以上の内容が、MP3の１フレームのビットス

トリーム構造になっている。 

 



 

図５、Huffmancodebitの中身 

 

 

 

図６、short blockにおけるデコード



４、MP3のデコード 

ビットストリーム構造が分かったので早速

本物のMP3をデコードしてみよう。まずエン

コードするWAVEファイルを用意する。エン

コーダは Dist10を使用する。ここで忘れては

いけないことがある。Dist10 は Windows で

標準とされている PCM や RIFF 形式の

WAVEファイルだと、エンコードできないの

で、注意が必要だ。Dist10がエンコードでき

るファイル形式は AIFFと raw形式のファイ

ルでなければならない。私は「TiMidity++」

というソフトウェアシンセサイザが AIFF フ

ァイルを出力できるので、こちらにて再生時

間が短めな MIDIファイルを AIFFファイル

に出力した。ソースとなるファイルが用意で

きたので、Dist10 を使い、MP3 にエンコー

ドする。サンプリング周波数は 44.1kHz、ビ

ットレートは 128kb/s、モードはステレオ。

プロテクションは使用しないでエンコードす

る。ここで注意。Dist10には聴覚心理モデル

が２つある（正しくはＭＰ３エンコーダ。ISO

の仕様書にも、同様に２つの聴覚真理モデル

の説明が記載されている）。聴覚心理モデル１

は、Layer３には使えない。Dist10 は、デフ

ォルトで使用する聴覚心理モデルは「聴覚心

理モデル１」なので、エンコード時にオプシ

ョンで「聴覚心理モデル２」に指定しなけれ

ばならない。このように細かくオプションを

決めてあげないと、きちんとエンコードでき

ない。出力されるMP3ファイルの拡張子は最

初「～.mpg」になっている。エンコードし終

わったら、一度再生して音を聞いてみよう。

成功していれば、ソースのファイルとほぼ同

じ音が聞こえるはずだ。しかし、失敗してい

ると、変なノイズがのっていたり、「ザー」と

いうノイズしか乗っていない場合がある。再

生するソフトウェアは Windows 環境では

「SCMPX」がお勧めである。SCMPXは、古

くからフリーソフトとして配布されている

MP3を再生できるソフトウェアである。エン

コードも可能である。LAMEエンコーダとは

違い、ある程度 ISO仕様書にそったMP３フ

ァイルを生成するようである。自前のエンコ

ーダとデコーダを持っており、CD から直接

MP3にエンコードすることが、CD2WAVEと

いうソフトウェアの外部ツールとして使用す

ることで、可能だった。何故、私が SCMPX

を奨めるかと言うと、実は Dist10でエンコー

ドした MP3 ファイルを Windows Media 

Playerで再生しようとしたところ、どれも再

生できずにフリーズしてしまった。（私のミス

かもしれない。）しかし、RIFF形式のWAVE

ファイルをエンコードした MP3 ファイルは

再生できた。けれども雑音しか入っていなか

った。他の知っているMP3を再生できるプレ

イヤーソフトも使ってみたが、やはり雑音だ

けだったり、再生出来ずに終了した。MP3フ

ァイルが壊れているのかもしれないと思い、

他の音源もエンコードしたものの、結果は同

じだった。しかし、SCMPX ならばとりあえ

ずは再生可能だったので、これはきっとMP3

ファイルなのだろう、と仮定して作業を進め

た（教授曰く、「Windows Media Playerが ISO

の仕様を満たしていない可能性も否定できな

い。」そういえば昔、Windows98 に付属して

いたMedia Playerか、レコーダだったかに、

MP3 エンコード機能がついていたのを見つ

けて、期待に胸を膨らませながら、僕が好き

だったある曲をエンコードしたら、プツプツ

というノイズと、ブロックノイズだらけで、

がっくりした記憶がある・・・。ちなみに、

サンプリング周波数は 44.1kHz、ビットレー



ト 128kbps、ステレオ。記憶があいまいだけ

れども、とにかくノイズだらけだったのは記

憶に残っている）。エンコードが終わり、音も

確認し終わったら、次はバイナリエディタで

MP3 ファイルを開く。Windows 環境ならば

「Stirling」、Linux環境ならば「bvi」がお勧

めである。私は現在Windows環境であるので

Stirling を使用する。さて、バイナリエディ

タで先ほど作成した MP3 ファイルを開くと

図７のようになる。これだけを見ても何がな

んだか分からないはず。これを見ただけで分

かったら、あなたには才能があるのかもしれ

ない（Dist10以外のエンコーダでエンコード

すると、ID3 タグという情報タグが一番上、

もしくは一番下についている可能性が高い。

すると、この部分には生の文字が入っている

ため、バイナリエディタの右の文字列表示に、

目で読める部分があったりする。Dist10には

ID3 タグがない。なので、仕様書と照らし合

わせて解読するには、非常に良い）。まず、バ

イナリエディタの見かたを説明していく。一

番上の黄色い部分は、列数を意味している。

バイナリエディタは 16 進数で表示されるの

で、最後の「０F」は１６列目ということにな

る。左の灰色の部分は、白い部分に書かれた

数値のアドレス番号を表している。なので、2

行目の 1 番最初のアドレスは１７なので、F

（１６）から 1繰り上がって「１０」となる。

さて、このバイナリエディタを使って、MP3

をデコードしていきたいと思う。MP3の一番

最初は「同期語（syncword）」の１が 12ビッ

ト並んでいるであるから、１６進数では

「FFF」となるはずである。バイナリエディ

タで開いたMP3の一番最初は「FFF」である。

よってここがヘッダの始点となる。ヘッダは

始点から 4 バイト分であるので、０から４番

までのアドレスを読む。バイナリコードでは

「FF FB 92 00」。これを 2進数 1ビット単位

に直すと「1111 1111 1111 1011 1001 0010 

0000 0000」となる。これをデコードする。

最初に述べた 12ビットは同期語である。 



  

 

 

 

 

図 7、バイナリエディタで開いたMP3データ 

 

 

 



ここからは、ISO/IEC11172-3つまりMP3の

ISO 仕様書を読みながら説明する。もし手元

に ISO仕様書がある場合は、見て確認しなが

ら読むとより理解できるはずだ。さて、解読

作業に入る。同期語の次のビットは「ID」を

示している。この IDが１であれば、MP3で

ある。2進数コードは「１」なので、MP3で

ある。次は「レイヤ」だ。レイヤは２ビット

なので２ビット分読むと「０１」だ。レイヤ

に０１が入っている場合、レイヤは３になる

ので、このデータはレイヤ３でエンコードさ

れていることが分かる。次は Protection_bit

の 1ビットだ。値は「１」が入っているので、

このフレームのデータには CRC 巡回冗長検

査が出力されていない。次は bitrate_index

の 4 ビットだ。「1001」が入っている。ISO

仕様書の表を見ると、レイヤ３の 1001 は、

128kbit/sなので、このデータは一秒に 128ｋ

ビットのビットレートになっている。次は

sampling_frequencyの 2ビット。値は「００」

が 入 っ て い る 。 仕 様 書 の 表 で は

sampling_frequencyが「00」のときは標本化

周波数（サンプリング周波数）は 44.1kHzに

なっている。次は、モードだ。2 ビット。値

は「00」仕様書によれば、００はステレオで

ある。次は mode_extention の 2 ビット。こ

ちらは、「００」である。残りの４ビットは

copyrightの 1 ビット、original/copy の 1 ビ

ット、emphasisの 2ビットである。全て０な

ので著作権なし、複製されたデータ、エンフ

ァシスはなし。となっている。最初に設定し

たとおりの MP3 データが出力されているの

が分かる。Protection_bit は１なので、CRC

データはない。次は、Audio_data()だ。

Audio_dataはモノラルモード以外では、ヘッ

ダの4倍と以降の32バイト分のデータがこれ

に相当するのでそれを読む。全て読むと分か

りづらくなるので、０グラニュール０チャネ

ルのみ読む。そこからあとは、図８、図９、

図１０、図１１に記す。Audio_data()の最初

はmain_data_beginの 9ビットである。この

フレームは、最初のフレームなので、

main_data_begin は ０ に な っ て い る 。

Private_bitはステレオなので3ビットあれば

いい。次の Scfsi はステレオモードなので 2

チャネル分取らなければならない。Scfsi一つ

分で１ビット、1チャネルに４つの scfsi_band

があるので合計８ビット。Scfsi の次は、

part2_3_length にはいる。こちらは 12 ビッ

トである。値は「001001101000」だ。これを

10進数に直すと 616になる。よってハフマン

符号のビット数は 616 ビットである。次は

Big_value の 9 ビット。値は「001001000」。

10 進数に直すと７２．よって、72 個の

Big_valueが huffmancodebitの big_value領

域 に 入 っ て い る こ と に な る 。 次 は 、

Global_gain の 8 ビットだ。そして、

scalefac_compress の 4 ビットが続く。

Scalefac_compress は「0000」の値が入って

いるので slen1 と slen2 は両方とも０．この

フレームは音が出ないと予測される。次は

window_siwtching_flagの1ビット。値は１．

Window_switching_flagが設定されているの

で、次は block_typeの 2ビットになる。こち

らは、「01」が入っているので開始ブロックで

あることが分かる。次は、mixed_block_flag

の 1 ビット。「０」が入っている。その次の

table_selectは、window_switching_flagが１

なので領域は２つ。領域 1 の table_selectは

01111、領域２の table_selectは 01000。なの

で、領域１ではハフマン符号表１５、領域２

で は ハ フ マ ン 符 号 表 ８ を 使 う 。



Subblock_gain は 3 つの窓分用意している。

１つの窓で 4ビット使うので、12ビット分用

意されている。このフレームではどれも０が

入っている。次は Preflag、scalefac_scale、

count1table_selectの 3ビット。Preflagは０、

scalefac_scaleも０．Count1table_selectは１

が入っている。Count1table_select が１なの

で、count1領域では、符号表 Bを使う。他の

情報は図８から図１１を参照。これらの情報

をもとに、ハフマン符号をデコードする。０

グラニュール、０チャネル目のハフマン符号

は、開始ブロックなので、長いブロックであ

る。よって Huffmancodebit()は big_valueと

count1 領域、０領域で構成されている。今、

Big_value 領域はさらに二つの領域に分ける

ことが出来る。前半の領域は Region0で、後

半の領域は Region1だ。Table_selectで選択

された符号表は、符号表１５と符号表８なの

で、Region0は符号表１５、Region１は符号

表８でデコードする。ここまでのデータが、

シングルチャネル（モノラル）の場合、1 グ

ラニュール、1 チャネルの２つ、それ以外の

モード（ステレオ等）の場合、2 グラニュー

ル 2 チャネルの４つあれば、そのあとに続く

データは、MP3のメインデータ（量子化され

た値）なので、とりあえず ISOで定められた

仕様を満たしたデータになる。 

 さて、Audio 情報を読みどういう音の情報

が、どれくらいの音質で入っているかがわか

ったので、今度は音そのものを符号化圧縮し

た Main_data（）と Huffmancodebit（）を

解読していく。私、実はこの項につい正しい

答えが出せていない。理由は、エンコーダも

デコーダも作れず、これであっているのかど

うか、確かめられなかったからである。唯一、

私が確かめられるエンコーダとデコーダは、

Dist10だけだった。なので、この項は Dist10

の仕様書と Dist10 のソースコードを頼りに、

私なりに解釈したデコード方法である。よっ

て確証性が無い。 

 さて、本題に入る。まず Audio_data 節と

Huffmancodebit 節は図１２のようなになっ

ていることを確認してほしい。こちらは、仕

様書にも同じような図があるので、正しいは

ずである。解釈が間違っていなければのはな

しではあるが。モノラルの場合、big_value

領域には 1グラニュールにつき 1チャネル分

のデータがあり、それ以外（ステレオなどの

2チャネル必要とする）の場合、1グラニュー

ルにつき 2 チャネル分ある。また、倍率に対

応する２つの領域に区切られており、前半の

領域を region0 領域、後半の領域を region1

領域と呼ぶことにする。Count1 領域は、

「-1,0,1」のいずれかの値が入っている領域で、

「v,w,x,y」の 4 値得ることが出来る。最後の

赤く囲まれた部分は、次のフレームのデータ

で、次のフレームのmain_data_beginに入っ

ている数のバイト数分のビットが入っている

（つまりmain_data_begin × ８ビット入っ

ている）。１つのグラニュール分に big_value

領域と count1 領域、そして出力されない 0

領域を含めて 576 データある。Big_value 領

域と count1 領域を合わせて 576 データに満

たない場合、0領域がある。0領域を出力しな

いことで、ファイルサイズを小さくしている。 

まず、main_data節の解読に入りたい。こ

の節では、倍率の細かい指定をしている。倍

率 は scalefac_l（ 長 い ブ ロ ッ ク 用 ） と

scalefac_s（短いブロック用）の二種類があり

各ブロックタイプに応じて使い分ける。倍率

のビット長は scalefac_compress 表を使い、

図１４の式で求めることが出来る。倍率のビ



ット長を part2_lengthと呼びこの値は、ブロ

ックタイプと scalefac_compress に応じて変

化する。Part2_3_lengthとは違うものなので

注意。この part2_lengthの分だけ倍率が 1グ

ラニュールの 1 チャネル、あるということに

なる。さて、図１４の式を使いこのフレーム

の倍率を求める。０グラニュール、0 チャネ

ルの scalefac_compressには０が入っている。

Slen1は０、slen2は０。よって、part2_lenght

は０。０グラニュール 0 チャネルの倍率は出

力されていないことになる。同様に、0 グラ

ニュール 1 チャネル、1 グラニュール０チャ

ネル、 1 グラニュール 1 チャネルも

scalefac_compressが０なので、このフレーム

のビットストリーム上には倍率に関するビッ

トは出力されていない。 

さて、 big_value 領域の解読に入る。

Big_value 領域を解読するには、仕様書付属

のハフマンコード表を利用して解読していく

のは前述したとおりである。Big_value 領域

に適応できる符号表は 0-31 の符号表である。

では、0 グラニュールの table_select はどう

なっているかと言うと、「table_select[0][0][0] 

01111」「table_select[0][0][1] 01000」なの

で region0領域には符号表 15を、regio1領域

には符号表８を適応してデコードする。0 グ

ラニュール0チャネル目のpart2_3_lengthは

616、big_value は７２が入っているので、0

グラニュール0チャネル目のhuffmancodebit

節は 616ビットあり、そのうち big_value領

域は 72 組ある。その後ろに count1 領域、0

領域と続く。big_value領域は図１３のような

構造になっている。符号表に書かれたハフマ

ン符号と、MP3のビットストリーム上に書か

れているコードとを照らし合わせて、デコー

ドしていく。ハフマン符号表とビットストリ

ームから得られたハフマン符号から、x,yの 2

値を取り出すことができ、ハフマン符号の後

に続く 2 つの値が x,y が正の値か負の値かを

示している。0 グラニュール 0 チャネル目は

ブロックタイプが開始ブロックなので長いブ

ロックである。そして region0_count が７、

region1_count は３６なので、仕様書付属の

同倍率群表を使い、big_value領域を region0

領域と region1領域で分割する。72組データ

が取れた時点で、big_value領域は終了する。

そして、count1 領域に入る。Count1 領域で

は符号表Aと符号表Bのどちらかを選択し符

合する。どちらの符号表を使えば良いかは、

count1table_select に書いてあるので、それ

をみて判断する。0 グラニュール 0 チャネル

目の count1table_select は１が入っているの

で、符号表 Bを使いデコードする。616ビッ

ト目で、count1領域が終わり、0グラニュー

ル 0 チャネルのハフマン符号ビットのデコー

ドが完了する。このやり方を残りの３つにも

適応すると、1 フレームのハフマン符号のデ

コードが完了する。 

上記から得た値を逆量子化器に入れ、得ら

れた値を合成フィルタバンクに入力し、並べ

替えする。逆量子化に使用する公式は図１５

に示す。このとき isiはバッファ指標 iにおけ

るハフマン複合値とし、合成フィルタバンク

への入力値を xriとする。図１５の pretabは

プリエンファシスのことである。210 と言う

値はシステム定数で、出力値を適切に倍率変

換するために用いる。短いブロックを使用し

た 場 合 、 逆 倍 率 変 換 し た デ ー タ

xr[scf_band][window][freq_line]は IMDCT

演 算 の 前 に 分 割 帯 域 順

xr[subband][window][freq_line]に並べ替え

なければならない。 



逆量子化が終わると、次はステレオ処理が

入る。ステレオ処理では、和差ステレオモー

ド（ミッドサイドステレオモード）、共包絡ス

テレオモード（ジョイントステレオモード）

の 2 種類を決定する。和差ステレオモードに

おいて、正規化された和チャネルの Mi と Si

の値を左右チャネル値 Liと Riの変わりに伝

送する。Liと Riは次の式で復元する。 

 

共包絡ステレオは音声圧縮規格が、普通のス

テレオと、和差ステレオを、ブロックごとに

分けて音声圧縮をかける時の方法のことで、

この方法でエンコードすると、和差ステレオ

だけでエンコードするよりも、効率がよく圧

縮できる。MP3では共包絡ステレオで符号化

された各同倍率群は sb（スケールファクタ・

バンド）にたいして次の（１）～（５）を実

行する。 

 

（１） 共包絡ステレオ位置 is_possb[sfb]を

右チャネルの倍率から読む。 

（２） もしくは、is_possb == 7なら（３）～

（５）は実行しない。（is_possb は無

効） 

（３）  

 

（４） 現在の同倍率群 sb 内の全ての i に対

して、次の式に示す計算を行う。 

 

 

（５） 現在の同倍率群 sb 内のすべての i に

対して、次の式に示す計算を行う。 

 

 ステレオ相関の次は、折り返しひずみ削減

である。ロングブロックに適応する処理であ

る。ロングブロックの場合、ショートブロッ

クよりも長い時間の音が入っているため、折

り返しひずみという雑音が入りやすいので、

ここでノイズを取り除き、PCM標本に悪影響

を与えないようにしている。ショートブロッ

クには適応しない。 

折り返しひずみ削減の次は、IMDCT を使

い、PCM標本を作る。IMDCTは逆修正離散

コサイン変換と言い、エンコーダで使われて

いる MDCT 処理の逆をする処理である。

IMDCTの式を図１６に示す。nは窓掛けされ

た標本値の個数とする（短いブロックに対す

る nは１２で、長いブロックに対する nは 36

とする。）短いブロックの場合は、3個のブロ

ックをそれぞれ別々に変換する。長いブロッ

クの場合はそのブロックごと変換する。

IMDCT で掛ける窓はブロックタイプに応じ

て異なる窓を掛ける。各ブロックタイプに対

応する窓の形は図１７、図１８の通りである。

そして、36個の値を持つブロックの前半分を

直前ブロックの後半分に重ね合わせて加算す

る。現ブロックの後半分は次のブロックで使

用するために保存する。重ねあわせ加算され

た出力値は３２の多重位相分割帯域ごとに

18個の時間標本値とする。最初の時間標本値

から順に０～１７の番号をつけ、分割帯域も

０～３１の番号を付ける。多重位相フィルタ

バンクに入力する前に全ての奇数分割帯域の

奇数時間標本値に-1を乗じる。 

 



 

図８、Audio_dataその１ 



 

図９、Audio_dataその２ 

 

 

 

図１０、Audio_dataその３ 



 

図１１、Audio_dataその４ 

 

 

 

図１２、main_dataと Huffmancodebitのビットストリーム 



 

 

図１３、big_value領域の構造（long_block） 

 

 

 

 

 

 

図１４、part2_length 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

図１５、逆量子化公式 

 

 

 

 

 

図１６、IMDCT式 

 

 

 

 



 

 

図１７、ロングブロックの窓 

 



 

図１８、ショートブロックの窓 

 



５、MP3のエンコード方法 

 

次に、エンコードの方法を説明する。MP3

は仕様でエンコード方法が定められていない

ので、自由にエンコードすることが出来る。

エンコードの流れは、大まかに言うと１、量

子化、２、ハフマン符号化、３、付加情報出

力、４ビットストリームに出力。この手順で

エンコードできるはずである。この中でも、

一番計算が大変なのが２のハフマン符号化で、

32個ある符号表から、音質とファイルサイズ

の両方を見て、最適な符号表を選び出さなけ

ればならない。エンコードの方法について、

仕様書では「1 例」としてエンコードの方法

の説明が載っているその説明は以下の通りで

ある。 

MP3 は聴覚心理アルゴリズムを用いてい

る。聴覚心理アルゴリズムの主要部分は図１

４に示す。 

 

図１４、MP3の符号化方法 

 

フィルタバンクでは多重位相フィルタバンク

および混成多重位相フィルタバンク（MDCT

フィルタバンク）で各々の時間および周波数

上での特殊な写像を行う。フィルタバンクか

ら出力した標本を量子化する。また、このフ

ィルタバンクはレイヤ３の場合、入力信号に

依存した 6×３２個または１８×３２個の周

波数帯域の解像度を持つ。 

聴覚心理モデルはMP3の場合、モデル２を

当てる。最終出力は、分割帯域のグループに

対する信号対マスク比（SMR）とする。 

ビット割り当て又は雑音割り当てでは、フ

ィルタバンクの出力標本および SMR を考慮

しながら、雑音割り当てしていく。 

ビット流形成では、量子化されたフィルタ

バンクの出力、雑音割り当て、およびほかの

必要な付加情報の符号化およびフォーマット

を行う。レイヤ３の場合はハフマン符号も行

う。ビット割り当てまたは雑音割り当ての方

法は、レイヤ１およびレイヤ２ではビット割

り当て処理として、レイヤ３では雑音割り当

てループとして実現する。いずれの場合も、

結果を量子化パラメタおよび量子化された標

本として、ビット流形成に伝達する。 

ビット流形成では、分割帯域の各々の信号

に対してのハフマン符号を出力する。ここま

での結果をビットストリームに出力すること

で、MP3の 1フレームが出来上がる。これを

繰り返すことにより、一曲分のMP3が出来上

がる。 

また、符号器の入力側に遮断周波数２～１

０kHzの高域通過フィルタを含んでいること

が望ましい。これによって、もっとも低域側

の分割帯域に対して、必要以上に多くビット

を割り当てることを防ぎ、結果的に全体の音

質を向上させることになる。と、仕様書には

書かれている。 

 

６、エンコードの速度の向上 

 

 MP3がエンコードする中で、一番時間がか

かる場所が、ハフマン符号器である。なぜな

らば、3２個もあるハフマン符号表から一つだ



け適切な符号表を選ばなければならないから

である。この部分にはかなり複雑な計算が必

要であり、計算ステップ数が多くなることか

らコンピュータで計算するにも、その分だけ

時間がかかってしまう。このハフマン符号表

を選び、ハフマン符号するハフマン符号器の

アルゴリズムを改良することにより、エンコ

ード速度を向上させることが出来ると考えら

れる。しかし、残念ながらまだ実際に動くエ

ンコーダを作っていないため、実証すること

ができない。 

 

７、MP3の今後 

 

インターネットの普及と技術向上によって、

コンピュータの技術も向上した昨今、音楽と

言うものは昔みたいにテレビやラジオで聞く

よりも、パソコンやポータブル機器で聞くほ

うが主流になりつつある。いままで CD ショ

ップへ行かなければ、手に入れることの出来

なかった、人気アーティストの新盤が、今で

はインターネットを使い自宅のパソコンでボ

タン一つ購入できる。しかも、その場で、電

線を通って手元にやってくる。そんな時代に

なった今、MP3の技術は大きく社会に貢献し

ている。MP3がなければ、このようなミュー

ジックライフはやってこなかっただろう。今

では、MP3のほかに、Vorbisの OGG、i-Pod

などでよく使われる ATRAC、５．１チャネ

ルのオーディオデータが作成できる AAC、

Microsoftが作ったWMAなど、MP3以外の

圧縮オーディオ規格は沢山出てきている。最

近では、MP3がやっている人間には聞こえな

い高音域を削ると言うことをやめて、可逆性

圧縮（情報の劣化が無い圧縮）が出来る規格

まで存在する。一時期、景気がよかった頃は、

大手のオーディオメーカーから、小さな町工

場まで、ポータブルオーディオの新商品をこ

ぞって出していたのに、今ではそのオーディ

オブームも下火になり、不況の風が追い討ち

を掛けるように、この業界に襲い掛かってい

るようだ。しかし、圧縮音源はポータブルオ

ーディオだけが活躍する舞台ではない。パソ

コンで視聴できる動画の音源部分に使われて

いるのだ。「youtube」や「ニコニコ動画」、

「veoh」などの動画サイトでも、この圧縮音

源は使われている。 

MP3に限らず、圧縮音源はこれからもきっ

と、進化し続けるだろう。現に MP3PRO と

いう新しい規格が誕生しようとしている。こ

のMP3PROはMP3を可逆性圧縮に改良した

ものになりそうである。可逆性圧縮にしたほ

うが、従来の方式より音質面において有利で

はある。しかし、ファイルサイズは少し大き

くなる。 

また、音楽の再生の面だけでなく、録音の

面でもMP3は非常に役に立っている。今では、

小型の IC レコーダが、MP3 に直接録音でき

るくらいまで、技術が向上している。 

 

８、感想 

 

研究を本格的に始めたのが昨年の 10 月で

した。非常に遅いスタートでした。ここまで

来るのに、こんなにも時間がかかるとは思わ

ず、非常に後悔しております。MP3に関する

資料が少なく、量子化などで使われる数式が

難しく、それを解読するのにも時間がかか

り・・・。もっと早く取り組むべきでした。

すみませんでした。 
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