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＊1 AMR：3GPPが策定した第3世代移動通信
で必須の音声符号化方式．回線の種類や状
況に応じて転送レートを柔軟に変更できる．

＊2 スマートフォン：携帯情報端末の機能を具
備する移動端末．

＊3 Super 3G：第3世代移動通信方式を拡張し
た高速な無線アクセス方式．LTE（Long
Term Evolution）として3GPPで標準化作業
中．

＊4 G.711：ITU－T（International Telecommuni-
cation Union－Telecommunication Standard-
ization Sector）で勧告されたPCM（＊5参
照）による64kbit/sの電話帯域音声符号化．
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高速無線通信環境下での高音質なVoIPサービスを想定した超広帯域音声符号

化技術である高音質音声符号化を，DoCoMo Communications Laboratories

USA, Inc.と共同で開発した．本技術は，人間の音声に含まれるほとんどの周波数

成分を符号化・伝送するため，聞き取りやすく，臨場感のあるコミュニケーショ

ンを実現する．

1. まえがき
ここ数年の音声符号化は，電話帯域

（300Hz－3.4kHz）の音声信号を10kbit/s

前後に圧縮するものから，より広い帯域

の音声信号を20k～64kbit/s程度で符号

化するものへと注目が移っている．こ

れは，AMR（Adaptive Multi－Rate）＊1[1]

に代表される電話帯域音声符号化の性

能が同じ電話帯域の音声信号を伝送す

る固定網に近い品質を達成しており改

善の余地がほとんどないことと，IPベー

スの高速パケットアクセス回線による

VoIP（Voice over IP）では電話帯域音声

信号の圧縮は重要視されなくなったこ

とによる．固定網を上回る劇的な音質

向上を達成するには，音声の広帯域化

により電話帯域には含まれない低域や

高域の音声信号成分を伝送し，本来の

音声により近い音声を再現することが

必要となる．実際，従来はTV会議シス

テムが主な用途であった広帯域（50Hz－

7kHz）音声符号化や，超広帯域（上限周

波数7kHz以上）音声符号化を採用した

VoIPによる通話サービスが増えている．

一方，移動通信においてもPASSAGE

DUPLEを含めたVoIPサービスやhTc Z

に代表されるスマートフォン＊2が登場

し，さらにSuper 3G＊3や第4世代移動通

信方式における高速無線パケットアク

セス回線も実用化に向けた検討が進め

られるなど，広帯域以上の音声による

通話サービスが可能となる環境が整い

つつある．

今回，高速な無線パケット通信アク

セスによるVoIPサービスを想定し，広

帯域音声符号化以上の品質を目指し，

7kHz以上の音声信号に対応した超広帯

域音声符号化技術である高音質音声符

号化を，DoCoMo Communications Lab-

oratories USA, Inc.と共同で開発した．こ

の高音質音声符号化は，電話帯域の3倍

以上となる10～16kHzを上限とする帯

域の音声信号を48k～64kbit/sで符号化

する一方，演算量は従来の電話帯域音

声符号化以下であることが特徴である．

本技術が実用化されれば移動端末に

おいて，臨場感あふれる肉声に近い会

話が実現可能となり，移動端末をほと

んど意識させないリアル感をもった会

話を楽しめるほか，モバイル環境での

多人数の電話会議や遠隔教育において

も，実際に対面している状態にさらに

近づいたより充実したコミュニケーシ

ョンの実現が期待される．

本稿では，開発した高音質音声符号

化の概要およびその品質評価結果につ

いて解説するとともに，本技術を採用

したモバイルVoIPプロトタイプソフ

トウェアについて述べる．

2. 高音質音声符号化
2.1 VoIP用音声符号化の概要
一般的なVoIPサービスやアプリケ

ーションで利用されている音声符号化

の仕様を表1に示す．G.711＊4[2]は，
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サンプリング周波数（kHz） 

ビットレート（kbit/s） 

フレーム長（ms） 

原理遅延（ms） 

対応する音声信号の帯域 

符号化アルゴリズム 

8 

64 
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0.125 
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PCM

8 

8 

10 
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CELP

16 

24, 32 
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40 

広帯域 

32 

24, 32, 48 

20 

40 

　　　　　超広帯域 

変換符号化 

32～48 

32～64 

10～16 

20～32

 G.711 G.729 Annex A G.722.1 G.722.1 Annex C AAC－LD

表1 VoIP用音声符号化の仕様
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固定網で利用されている音声符号化で

あり，多くのVoIPサービスにおいて

も利用されている．PCM（Pulse －

Code Modulation）＊5アルゴリズムを用

いた符号化であるため，原理遅延＊6は

わずか0.125ms（1サンプル分）であ

る．さらに，パケット損失などのエラ

ーにも強いパケットロスコンシールメ

ント＊7が併せて勧告に記載されてい

る．G.729 Annex A＊8（G.729A）[3]は，

ドコモのハイパートーク ＊9として採

用されているG.729＊8[4]の低演算量版

である．他の移動通信用音声符号化と

同様に，人間の発声機構をモデル化し

たCELP（Code Excited Linear Predic-

tion）＊10アルゴリズムを採用し，8kbit/s

で固定網に近い音質を実現している．

ドコモの PASSAGE DUPLE では，

G.711とG.729Aが採用されている．

G.722.1＊11[5]は，主にTV会議システム

で用いられている広帯域音声符号化で

あり，最近はVoIPアプリケーション

でも利用されている．その拡張版であ

るG.722.1 Annex C＊11（G.722.1C）[5]

は，14kHz帯域の音声信号に対応し，

他の超広帯域音声符号化に比べて，低

ビットレート，低演算量であるが，原

理遅延は40msと長い．

AAC－LD（Advanced Audio Coding－

Low Delay）＊12[6]は，音楽配信などで利

用されているAAC＊12[6]を双方向通話

が可能なように低遅延化したものであ

る．オーディオ符号化用の聴覚特性＊13

の精密なモデル化のために，多くの演

算量を必要とする．G.722.1やAAC－

LDは，時間領域の信号を周波数領域

に変換して符号化するアルゴリズム

（変換符号化アルゴリズム）を採用し

ている．発声モデルを使わないことか

ら，音声以外の信号に対しても柔軟な

表現が可能である．

2.2 高音質音声符号化の構成
今回開発した高音質音声符号化の仕

様を表2に示す．本技術は，対応サン

プリング周波数を22.05kHz以上とす

ることで符号化の対象となる音声の上

限周波数を10～16kHzへと拡大し，人

間の音声に含まれるほとんどの成分を

カバーすることができる．また，ビッ

トレートは48k～64kbit/sで任意に設

定可能であり，ネットワークやアプリ

ケーションに応じて柔軟に対応するこ

とができる．なお，表中のフレーム長，

原理遅延は22.05kHzと32kHzで動作

する場合の値をそれぞれ示している．

図 1に示すように，本技術は，

G.722.1やAAC－LDと同様，変換符号

化アルゴリズムをベースにしている．

符号化器では，修正離散コサイン変換

（MDCT：Modified Discrete Cosine

Transform）により，時間領域の音声

信号を周波数スペクトル係数（変換係

数）に変換する．MDCTは，前後の隣

接する変換ブロックと重ね合わせる変

換であり，情報の無駄なくブロック境

界の歪みを防ぐことができる．本技術

では，256サンプル（サンプリング周

波数32kHzで8ms）のMDCTを使うこ

とで，G.729Aなど従来の音声符号化

と同程度の原理遅延を実現し，変換符

号化アルゴリズム特有のプリエコー＊14

を抑えている．次に，変換係数に対し

て，聴覚特性に従った重み付けを施し

た低演算量の量子化および符号化を行

う．最後に，符号化データはフレーム

ごとにまとめられ（フレームパッキン

グ），伝送路に送出される．さらに，

フレーム間の相関を利用することで符

号化効率を高めるスーパーフレーム構

造や，前後フレーム情報を利用したパ

ケットロスコンシールメントの導入も

可能となっている．

受信側の復号器では，受信したフレ

ーム情報を符号化データに分解し（フ

レームアンパッキング），復号および

逆量子化後，逆MDCTにより時間領

域の音声信号を再生する．本技術では

CELPアルゴリズムのような複数パケ

ットをまたぐ予測処理がないので，パ
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＊5 PCM：サンプリング周波数で標本化した信
号の振幅を2進数で表す符号化アルゴリズム．

＊6 原理遅延：ハードウェアの演算や伝送の性
能にかかわらず，符号化のアルゴリズムか
ら処理に必ずかかる時間．

＊7 パケットロスコンシールメント：パケット

損失による音声の瞬断を隠蔽する機能．
＊8 G.729 ＊＊： ITU－Tで勧告されたCELP

（＊10参照）方式による8kbit/sの電話帯域
音声符号化方式．相互接続可能な低演算量
版の拡張がAnnex Aとして勧告された．

＊9 ハイパートーク ：（株）NTTドコモの登録商標．

＊10 CELP：入力音声と標準パターンを使った
合成音声を比べ，もっとも近い合成音を生
成するパターンの符号を伝送する音声符号
化アルゴリズム．

サンプリング周波数（kHz） 

ビットレート（kbit/s） 

フレーム長（ms） 

原理遅延（ms） 

対応する音声信号の帯域 

符号化アルゴリズム 

 22.05  32 
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 11.61  8 
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  変換符号化 

表2 高音質音声符号化の仕様

［符号化器］ 

入力 
音声記号 

MDCT
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フレーム 
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［復号器］ 

入力 
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アンパッキング 

復号 
逆量子化 逆MDCT

出力 
音声記号 

図1 高音質音声符号化の基本構成



ケット損失による音声品質劣化が一時

的であるという特徴を持っている．

2.3 高音質音声符号化の
音声品質検証

高音質音声符号化の音声品質を検証

するため，主観評価試験を行った．試

験条件を表 3に示す．MUSHRA

（MUlti Stimulus test with Hidden Ref-

erence and Anchor）法[7]は，被験者

に参照音声（原音）を提示し，被験者

は，参照音声を100点としたとき，評

価対象音声を0～100点で採点する方

法である．評価対象音声には，符号化

音声のほかに参照音声と帯域制限音声

が含まれ，条件名が分からないように

被験者へ提示される．ここで7kHz帯

域制限音声は広帯域音声符号化の，

3.5 kHz帯域制限音声は電話帯域音声

符号化の主観品質の上限をそれぞれ表

しているといえる．

主観評価試験結果を図2に示す．図

中の誤差範囲はそれぞれの評価値の

95％信頼区間を示している．統計学的

検定による有意差判定の結果＊15，女

声，男声および音声＋BGMのサンプ

ルで，高音質音声符号化を含むすべて

の評価対象音声が原音とは有意差があ

るものの，高音質音声符号化の

64kbit/sはAAC－LC（Low Complexi-

ty）＊12[6]の64kbit/sと，高音質音声符

号化の48kbit/sはG.722.1Cの48kbit/s

と統計的に同等の主観品質であるとの

結果になった．AAC－LCは，一般的に

AAC－LDよりも符号化効率が良く，同

一のビットレートではAAC－LD以上

の音質を達成できるといわれているた

め，高音質音声符号化の64kbit/sは

AAC－LDの64kbit/sと同等の主観品質

といえる．さらに，高音質音声符号化

の64kbit/sは，7kHz帯域制限音声より

も主観品質が有意に良く，また高音質

音声符号化の48kbit/sは3.5kHz帯域制

限音声よりも主観品質が有意に良いこ

とが分かった．

試験結果より，高音質音声符号化

は，国際標準の超広帯域音声符号化，

オーディオ符号化とほぼ同等の音声品

質を達成しており，従来の電話音声お
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＊11 G.722.1＊＊：ITU－Tで勧告された7kHz帯
域オーディオ符号化方式．7kHz 帯域と
14kHz 帯域モードの固定小数点実装が
Annex Cとして勧告された．

＊12 AAC＊＊：ISO/IEC（International Organi-
zation for Standardization/International Elec-

trotechnical Commission）で規格化された
オーディオ符号化の1方式．AAC－LCは，
メインプロファイルに対して，演算量が低
減されたプロファイル．また双方向通信を
可能にする低遅延版の拡張が，AAC－LDと
して規格化された.

＊13 聴覚特性：入力信号の周波数パワースペク
トルの大きな領域の近傍では雑音が聞こえ
にくいという特性．

＊14 プリエコー：信号の振幅が急激に増加する
直前において周波数領域の量子化誤差がエ
コーのような歪みとして知覚される現象．
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図2 主観評価試験結果

試験方法 

被験者数 

参照音声 
（サンプリング周波数） 

符号化音声 
（ビットレート／ 
サンプリング周波数） 

帯域制限音声 

受聴方法 

MUSHRA法 

19名 

原音（32kHz）  

高音質音声符号化（48, 64kbit/s，22.05kHz） 
AAC－LC（64kbit/s, 48kHz） 
G.722.1 Annex C（48kbit/s, 32kHz） 

7kHz帯域，3.5kHz帯域 

ヘッドホン両耳受聴 

表3 主観評価試験条件



よび広帯域音声よりも高い音声品質を

有しているといえる．

3. 高品質VoIPプロトタイプ
ソフトウェア

移動端末による高品質VoIPサービ

スを想定し，Windows Mobile ＊165.0

上にてリアルタイムの符号化・復号を

可能にする高音質音声符号化モジュー

ルを実装した．このモジュールを搭載

し，hTc Z端末で動作する高品質VoIP

プロトタイプソフトウェアを作成した

（写真1）．従来の電話との音質の比較

のために，本ソフトウェアにはG.711

も搭載されている．また本ソフトウェ

アでは，音声データの伝送にはRTP

（Real－time Transport Protocol）＊17[8]

を採用し，呼制御はSIP（Session Ini-

tiation Protocol）＊18[9]で行っている．

4. あとがき
本稿では，超広帯域の通話サービス

を可能とする高音質音声符号化を解説

した．主観評価により，高音質音声符

号化は音声信号に対して広帯域音声符

号化より高く，既存の超広帯域音声符

号化と同等の品質を達成していること

を確認した．また，本技術を用いて試

作したVoIPソフトウェアについて述

べた．

音声帯域を広げることで，自然な通

話が実現できる本技術は，将来の音声

コミュニケーションの幅を広げる技術

として期待される．

今後は，実際のサービスを意識した

システム全体の機能追加や，超広帯域

音声の特質を活かした新たなアプリケ

ーション創出に向けた技術について検

討する予定である．
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＊15 統計学的検定による有意差判定：比較する2
つの評価値の差が，それぞれの評価値に対
応する分散から計算される信頼区間の範囲
内であれば有意差なし，そうでなければ有
意差ありとして，2つの評価値間の統計的な
有意差の有無を判定する手法．

＊16 Windows Mobile ：米国Microsoft Corpo-
rationの米国およびその他の国における登
録商標．

＊17 RTP：IETF（Internet Engineering Task
Force）で規格化されたIPネットワークを
介したリアルタイムマルチメディア伝送用

のプロトコル．
＊18 SIP：VoIPを用いたIP電話などで利用され

るIETFで規格化された通話制御プロトコル
の1つ．
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写真1 高品質VoIPプロトタイプソフトウェア表示例


