
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　ユーザーの個別聴力スペクトルを表すユーザーパラメータを得る と、
　ユーザーにより聞かれる情報を表すデジタル入力信号を受信する と、
　聴力調整されたデジタル信号を生成するために前記ユーザーパラメータに従って前記デ
ジタル入力信号を調整する と、
　前記聴力調整されたデジタル信号に基づいて、アナログ出力信号を生成する手段とを含

　
　
　
　

　
デジタル電 。
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ユーザーの聴力に従ってデジタル入力信号を調整するデジタル電話であって、
手段
手段

手段

み、
前記ユーザーパラメータを得る手段は、
テストトーンを生成する手段と、
前記テストトーンに対するユーザー応答を受信する手段と、
各周波数帯域について、予め定めた初期のテストトーンに対しユーザーが聞きとれる応

答をした場合には、最小聴力閾値に達するまで振幅を連続的に低くしながらテストトーン
を繰り返し生成し、前記初期のテストトーンに対しユーザーが聞きとれない応答をした場
合には、最大聴力閾値に達するまで振幅を連続的に高くしながら前記テストトーンを繰り
返し生成するようにし、前記テストトーンに対するユーザー応答に従って、各周波数帯域
における聴力閾値を決定する手段と、

前記決定された聴力閾値に基づいて前記ユーザーパラメータを設定する手段とを含むこ
とを特徴とする 話



【請求項２】
　前記ユーザーパラメータは、オーディオスペクトルを複数の帯域に分割し、且つ、各帯
域におけるユーザーの聴力を示すものである 請求項 に記載の

。
【請求項３】
　前記デジタル入力信号を調整する は、前記ユーザーパラメータがユーザーの聴力に
障害があることを示す周波数帯域において、前記デジタル入力信号を増幅する を含む

請求項 に記載の 。
【請求項４】
　前記デジタル入力信号を調整する は、前記デジタル入力信号のピッチラグパラメー
タを、前記ユーザーパラメータがユーザーの聴力障害を示す周波数帯域から、前記ユーザ
ーパラメータがユーザーの聴力の障害がより軽いことを示す周波数帯域へと、デジタル形
式でシフトする を含む 請求項 に記載の 。
【請求項５】
　 デジタル入力信号を処理する
含み、前記デジタル入力信号をシフトする は、前記ボコーダの声道フィルタ関数の極
およびゼロをシフトする 請求項 に記載の 。
【請求項６】
　
　ユーザーの個別聴力スペクトルを表すユーザーパラメータを得る と、
　デジタル 信号を受信する と、
　ボコーダを用いて、前記受信されたデジタル 信号をデコードする 、前記ボ
コーダを用いて、前記ボコーダの前記声道フィルタ関数の極およびゼロをシフトすること
に加え、前記ボコーダを用いて、前記デコードされたデジタル入力信号のピッチラグパラ
メータを、前記ユーザーパラメータがユーザーが聞くことができないことを示す周波数帯
域から、前記ユーザーパラメータがユーザーが聞くことができることを示す周波数帯域へ
とシフトし、シフトされたデジタル信号を形成する と、
　前記デジタル信号に基づいて、アナログ出力信号を生成する とを含
　
　
　
　

　
デジタル電 。

【請求項７】
　前記シフトされたデジタル信号に高速フーリエ変換を適用して、前記シフトされたデジ
タル信号を時間ドメインから周波数ドメインに変換する と、
　前記ユーザーパラメータがユーザーの聴力に障害があることを示す周波数帯域において
、前記変換されたデジタル信号を増幅する と、
　前記増幅されたデジタル信号に逆高速フーリエ変換を適用して、前記増幅されたデジタ
ル信号を前記周波数ドメインから前記時間ドメインに変換する と、をさらに含む

請求項 に記載の 。
【請求項８】
　
　ユーザーの個別聴力スペクトルを表すユーザーパラメータを得る と、
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ことを特徴とする １ デジタル
電話

手段
手段

ことを特徴とする ２ デジタル電話

手段

手段 ことを特徴とする ２ デジタル電話

前記デジタル入力信号を調整する手段は、前記 ボコーダを
手段

ことを特徴とする ４ デジタル電話

ユーザーの聴力に従ってデジタル入力信号を調整するデジタル電話であって、
手段

入力 手段
入力 とともに

手段
手段 み、

前記ユーザーパラメータを得る手段は、
テストトーンを生成する手段と、
前記テストトーンに対するユーザー応答を受信する手段と、
各周波数帯域について、予め定めた初期のテストトーンに対しユーザーが聞きとれる応

答をした場合には、最小聴力閾値に達するまで振幅を連続的に低くしながらテストトーン
を繰り返し生成し、前記初期のテストトーンに対しユーザーが聞きとれない応答をした場
合には、最大聴力閾値に達するまで振幅を連続的に高くしながら前記テストトーンを繰り
返し生成するようにし、前記テストトーンに対するユーザー応答に従って、各周波数帯域
における聴力閾値を決定する手段と、

前記決定された聴力閾値に基づいて前記ユーザーパラメータを設定する手段とを含むこ
とを特徴とする 話

手段

手段

手段 こと
を特徴とする ６ デジタル電話

ユーザーの聴力に従ってデジタル入力信号を調整するデジタル電話であって、
手段



　デジタル 信号を受信する と、
　ボコーダを用いて、前記受信されたデジタル 信号をデコードする と、
　前記デジタル信号に高速フーリエ変換を適用して、前記デジタル信号を時間ドメインか
ら周波数ドメインに変換する と、
　前記ユーザーパラメータがユーザーの聴力に障害があることを示す周波数帯域において
、前記変換されたデジタル信号を増幅する と、
　前記増幅されたデジタル信号に逆高速フーリエ変換を適用して、前記増幅されたデジタ
ル信号を前記周波数ドメインから前記時間ドメインに変換する と、
　前記デジタル信号に基づいて、アナログ出力信号を生成する とを含
　
　
　
　

　
デジタル電 。

【請求項９】
　前記ボコーダを用いて、前記ボコーダのフィルタ関数の極およびゼロをシフトすること
により、前記デジタル信号を、前記ユーザーパラメータがユーザーが聞くことができない
ことを示す周波数帯域から、前記ユーザーパラメータがユーザーが聞くことができること
を示す周波数帯域へとシフトする をさらに含む 請求項 に記載の

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタル電話に関し、詳しくは、ユーザーの個別聴力スペクトルを補償するべ
くカスタマイズされるオーディオ出力を有するデジタル電話に関する。
【０００２】
【発明の背景】
従来のセルラーホンのオーディオ出力は、聴力に障害のある聞き手には聞きとりにくい可
能性がある。聞き手の聴力に障害がある場合、セルラーホンの出力音量を上げたとしても
、部分的な効果しか得られないのが現状である。典型的な聴力障害は、選択周波数帯域で
生じる。聴力障害は、いかなる帯域でも、完全か部分的かのいずれかである。出力音量の
均一な増加は、部分的に障害のある帯域に対処するだけなので、均一に増加しても、部分
的にしか聞き手の助けにならない。完全に障害のある特定の帯域では、依然としてユーザ
ーには聞こえない。他の帯域を聞きたいがために、障害のない帯域の出力音が大きくなり
、不快感をおぼえる聞き手もいるだろう。
【０００３】
従来の補聴器は、ユーザーの個々の聴力障害を補償するため、選択的に音を増幅している
ものが一般的である。
【０００４】
ボイスコーダ－デコーダ（「ボコーダ」）は、人間の声を表すために必要な量のデジタル
情報を圧縮するため、セルラーホンで用いられてきた。送信機におけるボコーダは、デジ
タルフィルタの形で声道 (vocal tract)モデルを導出し、１つ以上の「コードブック」を
用いてデジタル音信号をエンコードする。各コードブックは、音声の領域において導出さ
れた声道フィルタの励起を表す。１つの典型的なコードブックは、ピッチや有声音などの

10

20

30

40

50

(3) JP 3777904 B2 2006.5.24

入力 手段
入力 手段

手段

手段

手段
手段 み、

前記ユーザーパラメータを得る手段は、
テストトーンを生成する手段と、
前記テストトーンに対するユーザー応答を受信する手段と、
各周波数帯域について、予め定めた初期のテストトーンに対しユーザーが聞きとれる応

答をした場合には、最小聴力閾値に達するまで振幅を連続的に低くしながらテストトーン
を繰り返し生成し、前記初期のテストトーンに対しユーザーが聞きとれない応答をした場
合には、最大聴力閾値に達するまで振幅を連続的に高くしながら前記テストトーンを繰り
返し生成するようにし、前記テストトーンに対するユーザー応答に従って、各周波数帯域
における聴力閾値を決定する手段と、

前記決定された聴力閾値に基づいて前記ユーザーパラメータを設定する手段とを含むこ
とを特徴とする 話

手段 ことを特徴とする ８ デ
ジタル電話



長周期励起 (excitation)を表す。別の典型的なコードブックは、ノイズや無声音などの短
周期励起を表す。ボコーダは、声道フィルタのパラメータおよびコードブックの励起を含
むデジタル信号を生成する。この信号は、コードブックの再構成を可能とする情報も含む
。このようにしてエンコードされた信号は効果的に圧縮され、従って、すべての音を直接
デジタル形式で表す場合より、使用領域が小さくてすむ。
【０００５】
受信ボコーダは、コードブックおよび声道フィルタを用いて、圧縮デジタル信号をデコー
ドする。信号に含まれるパラメータに基づいて、ボコーダは、圧縮されていないデジタル
音に再構成する。このデジタル信号は、アナログ信号に変換され、スピーカから出力され
る。
【０００６】
【発明の概要】
本開示は、デジタル電話を通した聞き手の聴力障害に応じてカスタマイズされたオーディ
オ出力を生成する技術を実施する方法および装置を記載する。ユーザーは最初に、ユーザ
ーの聴力スペクトルを表すために、ユーザーパラメータを設定する。呼び出しを受ける際
、デジタル電話は、入力信号を受信する。デジタル電話は、ユーザーパラメータに応じて
入力信号を調整し、調整された入力信号に基づいて出力信号を生成する。
【０００７】
好適な実施形態では、デジタル電話は、ユーザーパラメータ制御手段を含む。ユーザーパ
ラメータ制御手段は、ユーザーの聴力を表すユーザーパラメータを格納するためのメモリ
を含む。デジタル電話は、受信手段を介して信号を受信する。デジタル信号プロセッサは
、ユーザーパラメータ制御手段および受信手段に接続される。デジタル信号プロセッサは
、受信手段に接続されるボコーダと、周波数変換手段とを含む。デジタル信号プロセッサ
は、信号を、ユーザーパラメータがユーザーの聴力に障害があることを示す周波数帯域か
ら、ユーザーパラメータがユーザーの聴力に障害がないことを示す周波数帯域へとシフト
する。デジタル信号プロセッサはまた、ユーザーパラメータがユーザーの聴力に障害があ
ることを示す周波数帯域において、シフトされた信号を増幅する。デジタル信号プロセッ
サに接続された出力手段は、この増幅された信号を出力する。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本開示は、ユーザーにより設定されたパラメータに応じてカスタマイズされた、デジタル
電話からのオーディオ出力を供給する方法および装置を記載する。以下に、セルラー電話
に関する好適な実施形態を説明する。しかしこの技術は、他の形態のデジタル電話システ
ムのオーディオ出力にも適用可能である。
【０００９】
図１は、セルラーホン１００を示す。セルラーホン１００は、ＩＳ－９５セルラーシステ
ムが好ましい。ケース１０２は、セルラーホン１００の本体を構成し、以下に説明される
構成要素を含む。アンテナ／レシーバ１０５は、入力アナログ信号を受信する。アンテナ
／レシーバ１０５は、従来のタイプのものが好ましい。復調器１１０は、入力アナログ信
号をデジタル信号に変換する。デジタル信号は、好ましくは、別の電話から中央局を介し
て送られる圧縮デジタル信号である。復調器１１０の出力は、デジタル信号として、デジ
タル信号プロセッサ（「ＤＳＰ」）１１５に供給される。ＤＳＰ１１５は、デジタル信号
を、当該技術分野において公知の方法で処理する。ユーザーパラメータ制御回路１２０に
より供給されたユーザーパラメータに応じ、さらなる処理が行われる。ユーザーパラメー
タ制御回路１２０は、ユーザーパラメータを格納するためのメモリ１２２を含む。１つの
実現例として、メモリ１２２は、２人以上のユーザーについてのユーザーパラメータの組
を格納する。このユーザーパラメータの組に、予め規定された組を含めることもできる。
現在のユーザーは、ユーザー制御装置１２５などを介して、ユーザーパラメータの適切な
組を選択する。以下に説明されるように、ＤＳＰ１１５は、選択されたユーザーパラメー
タの組を用いて処理を行う。
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【００１０】
セルラーホン１００の外部にある制御装置として、ユーザー制御装置１２５は、ユーザー
入力を、ユーザーパラメータ制御回路１２０に送る。デジタル－アナログコンバータ（「
ＤＡＣ」）１３０は、調整されたデジタル信号を、出力アナログ信号に変換する。スピー
カ１３５は、ユーザーがユーザーパラメータに従ってアナログ信号を聞けるよう、アナロ
グ信号を再生する。セルラーホン１００はまた、ユーザーから、音声などのオーディオ入
力を受信するためのオーディオ入力またはマイクロホン（図示せず）を含むことが好まし
い。
【００１１】
図２は、ＤＳＰ１１５の詳細を示す。ＤＳＰ１１５は、ボコーダ２０５および周波数変換
回路 (frequency transformation)２１０を含む。ボコーダ２０５は、復調器１１０からデ
ジタル信号を受信し、声道フィルタ２１５を用いて、この信号を解凍 (uncompress)する。
ボコーダ２０５は、好ましくは、声道フィルタ２１５を含み、従来のボコーダと同様に、
２つのコードブック、すなわち、長周期コードブック (long-term codebook)２２０および
短周期コードブック (short-term codebook)２２５を含む。ボコーダ２０５は、長周期コ
ードブック２２０を用いて、デジタル信号においてエンコードされた、ピッチおよび有声
音などの長い励起をデコードする。ボコーダ２０５は、短周期コードブック２２５を用い
て、デジタル信号においてエンコードされた、ノイズおよび無声音などの短い励起をデコ
ードする。コードブックの励起は、デコードされたパラメータにより規定される声道フィ
ルタ２１５によりフィルタリングされ、デコードされた音を再生する。１つの実現例とし
ては、デジタル信号には、デジタル信号源のコードブックの再構成が可能な情報も含まれ
る。ボコーダ２０５は、デコード処理を容易にするため、再構成されたコードブックを用
いる。ボコーダ２０５には、エンコードされたデジタル信号を、デコードされ且つ解凍さ
れたデジタル信号に変換するための１つ以上のフィルタも含まれる。
【００１２】
ボコーダ２０５は、内部パラメータ変更素子 (internal parameter modifier)２３０を含
むことが好ましい。ボコーダ２０５は、ユーザーパラメータ制御回路１２０から受け取っ
たユーザーパラメータに従って、内部パラメータ変更素子２３０を構成する。内部パラメ
ータ変更素子２３０は、信号の部分の周波数を、ユーザーの聴力に障害がある周波数帯域
から、ユーザーが聞くことができる、またはよりよく聞くことができる帯域へとシフトす
る効果を有する。ボコーダ２０５は、好ましくはピッチラグパラメータを変更することに
より、および／または、ユーザーパラメータに従ってフィルタの極およびゼロを調整する
ことにより、パラメータ変更素子２３０を構成する。シフト技術の詳細を、以下に説明す
る。
【００１３】
周波数変換回路２１０は、ボコーダ２０５により生成されたデジタル信号を、異なる周波
数帯に応じて調整する。高速フーリエ変換（「ＦＦＴ」）回路２３５は、ＦＦＴをデジタ
ル信号に適用して、この信号を時間ドメインから周波数ドメインに変換し、変換された信
号を、多数の周波数帯域に分割する。帯域数は、信号に対する細かな調整に影響を及ぼす
ため、この適用により、細かさと、性能と、コストとのバランスが確立される。帯域増幅
回路２４０は、周波数分割信号を選択的に増幅する。
【００１４】
帯域増幅回路２４０は、好ましくは、ユーザーの音認識が減衰される周波数帯域において
信号を増幅する。帯域増幅回路２４０は、音をその周波数帯域に関するユーザーの聴力範
囲内に入れる分だけ各帯域を増幅する。帯域テーブル２４５は、ユーザーパラメータ制御
回路１２０からユーザーパラメータを受け取り、帯域増幅回路２４０に帯域パラメータを
供給する。帯域パラメータは、どの帯域が増幅されるかについて示すとともに、適切な増
幅量を示す。以下に説明されるように、ユーザーパラメータは、オーディオテストにより
設定される。逆ＦＦＴ（「ＩＦＦＴ」）回路２５０は、増幅された信号を、周波数ドメイ
ンから時間ドメインに変換し、分割された信号をコンパイルして、統合されたデジタル信
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号に戻す。ＤＡＣ１３０は、デジタル信号を、セルラーホン１００によりスピーカ１３５
を通して出力されるアナログ信号に変換する。
【００１５】
図３に示されるように、フローチャート３００は、好適な実施形態のソフトウェアまたは
ハードウェアを示す。ステップ３０５で、アンテナ／レシーバ１０５は、アナログ信号を
受信し、復調器１１０は、アナログ信号をデジタル信号に変換する。ＤＳＰ１１５は、ボ
コーダ２０５および周波数変換回路２１０を用いて、ユーザーパラメータに従ってデジタ
ルを調整する。以下に説明されるように、ユーザーパラメータは、オーディオテストによ
りあらかじめ設定される。ステップ３１０で、ボコーダ２０５は、信号のより多くの部分
がユーザーの可聴周波数帯域となるように、デコードされた信号の部分をシフトするため
、信号のパラメータを変更し、デジタル信号をデコードする。ステップ３２０で、周波数
変換回路２１０は、ＦＦＴを適用することにより、信号を周波数ドメインに変換する。ス
テップ３２５で、周波数変換回路２１０は、変換された信号のうち、ユーザーの聴力が減
衰される周波数帯域に対応する部分を増幅する。ステップ３３０で、周波数変換回路２１
０は、逆ＦＦＴを適用することにより、信号を時間ドメインに戻す。ステップ３３５で、
ＤＡＣ１３０は、調整されたデジタル信号をアナログ信号に変換し、結果として得られた
アナログ信号は、ステップ３４０で、スピーカ１３５を通して再生される。
【００１６】
長周期コードブックを変更する１つの実施形態として、長周期コードブックの再構成され
た形態を決定するピッチラグパラメータは、潜在的なオーディオ信号の部分が、ユーザー
が聞くことができない周波数帯域または領域から、ユーザーが聞くことができる領域にマ
ッピングされるように調整される。あるいは、ユーザーの聴力が許容不可能なほど高い増
幅レベルを必要とする領域も、必要な増幅レベルがより許容可能である領域へとマッピン
グされる。この場合、許容不可能な増幅の閾値レベルは、セルラーホンの最大振幅信号に
基づく。マッピングは、好ましくは、聞き手が非常に大きいまたは補正不可能な聴力損失
を有する周波数を回避するとともに周波数範囲の不必要なジャンプを防ぎながら、声の抑
揚を可能にするために、ピッチの変動を保持する。この技術は、ｆ（ｉ－１）からｆ（ｉ
）にわたる周波数帯域ｉにおいて必要とされる最小エネルギーγ（ｉ）の測定値を、許容
可能な最大のエネルギー閾値Ｅｍａｘ（ｉ）と比較することを含む。γ（ｉ）がＥｍａｘ
（ｉ）を越えると、領域は許容不可能となり、ｆ（ｉ－１）からｆ（ｉ）までの周波数は
、閾値を越えない許容可能な最も近い周波数範囲にマッピングされる。
【００１７】
ボコーダにより支持されるピッチラグの範囲が、対象の周波数範囲を決定する。ピッチラ
グの典型的な値は、ｄｍｉｎ＝１６サンプルおよびｄｍａｘ＝１５０サンプルであり、こ
れらの値は、８ｋＨｚでサンプリングされる信号の場合、それぞれ５００Ｈｚおよび５３
．３Ｈｚの周波数に対応する。周波数範囲全体は、領域１から領域ｍと呼ばれるｍ個の領
域（必ずしも同じ大きさではない）に分割される。上記のように、隣接する領域はいずれ
も、許容可能性に関して同じ特性を有していない。なぜなら、範囲の境界を規定する周波
数は、隣接する領域を含むように増加または低減することができるからである。
【００１８】
許容不可能な領域のマッピングは、５つの場合に分けることができる。第１の場合、ボコ
ーダピッチ範囲全体をカバーする領域は１つのみである。この場合、行われるべきマッピ
ングはない。
【００１９】
第２の場合、領域は２つしかない（ｍ＝２）。一方の領域は許容不可能であり、例えば、
ユーザーは、その周波数帯域では聞くことができない。他方の領域は許容可能であり、例
えば、ユーザーは、その周波数帯域で聞くことができる。この場合、どちらの領域が許容
可能であるかに依存して、ｆ（０）からｆ（２）までの周波数範囲全体が、ｆ（０）から
ｆ（１）まで、または、ｆ（１）からｆ（２）までの領域に圧縮される。マッピングは、
好ましくは、線形圧縮により行われる。圧縮周波数ｆｎｅｗの解は、以下の数式のように
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、もとの周波数ｆｏｌｄについて求められる。
【００２０】
【数１】
　
　
　
　
【００２１】
この場合、領域１が、許容不可能な領域であり、
【００２２】
【数２】
　
　
　
　
【００２３】
この場合、領域２が、許容不可能な領域である。
【００２４】
第３の場合、許容不可能な領域は、領域１または領域ｍのいずれかであり、隣接する許容
可能な領域は、他方側に別の許容不可能な領域を有する。許容不可能な領域全体と、許容
可能な領域の半分とが、許容不可能な領域に隣接する許容可能な領域の半分に圧縮される
。上記のように、ｆｎｅｗは、以下の数式のように表すことができる。
【００２５】
【数３】
　
　
　
　
【００２６】
この場合、領域１が、許容不可能な領域であり、
【００２７】
【数４】
　
　
　
　
　
【００２８】
この場合、領域ｍが、許容不可能な領域である。周波数ｆｍｉｄは、許容可能な領域の中
間点である。例えば、領域ｉの場合、ｆｍｉｄ（ｉ）＝［ｆ（ｉ－１）＋ｆ（ｉ）］／２
である。以下の説明のように、許容可能な領域の他方側の一方の許容不可能な領域が、許
容可能な領域の使用されていない半分にマッピングされるため、許容可能な領域の半分が
使用される。
【００２９】
第４の場合、許容不可能な領域は、領域２または領域「ｍ－１」である。許容不可能な領
域の半分は、隣接する許容可能な領域１または領域ｍにマッピングされる。従って、許容
可能な領域１またはｍに最も近い許容可能な領域の半分と、許容可能な領域１またはｍの
全体とが、許容可能な領域１またはｍの全体にマッピングされる。以下の説明のように、
許容不可能な領域の一方の半分は、許容不可能な領域のもう一方側にある許容可能な領域
にマッピングされる。上記のように、ｆｎｅｗは、以下の数式のように表すことができる
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。
【００３０】
【数５】
　
　
　
　
　
【００３１】
この場合、領域２が、許容不可能な領域である。または、
【００３２】
【数６】
　
　
　
　
　
【００３３】
この場合、領域ｍ－１が、許容不可能な領域である。
【００３４】
第５の場合、許容不可能な領域ｉは、領域１または領域ｍではない許容可能な領域にマッ
ピングされる。許容不可能な領域の半分は、許容不可能な領域に隣接する隣接の許容不可
能な領域の半分にマッピングされる。例えば、領域ｉの上半分は、領域ｉ＋１の下半分と
ともに、領域ｉ＋１の下半分にマッピングされる。上記のように、ｆｎｅｗは、以下の２
つの数式のように表すことができる。
【００３５】
【数７】
　
　
　
　
　
【００３６】
この場合、許容不可能な領域ｉは、許容可能な領域ｉ－１にマッピングされる。または、
【００３７】
【数８】
　
　
　
　
　
【００３８】
この場合、許容不可能な領域ｉは、許容可能な領域ｉ＋１にマッピングされる。
【００３９】
ユーザーは、セルラーホンにより生成される一連のトーンに応答することにより、オーデ
ィオテストにおいてユーザーパラメータを設定する。図４に示されるように、ユーザーパ
ラメータを設定する処理４００では、ステップ４０５で、セルラーホン１００は、スピー
カ１３５を通して再生される初期テストトーンを生成する。この初期テストトーンは、第
１の振幅および周波数であり、好ましくは、平均の聴力を有する人が聞くことのできる振
幅、および、ＤＳＰ１１５で使用される周波数帯域のうち最も低い周波数帯域に対応する
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周波数である。ステップ４１０で、ユーザーは、ユーザー制御装置１２５のボタンを押す
ことなどにより、ユーザーが初期テストトーンを聞きとれるか否かを示す。ユーザーが初
期テストトーンを聞きとれる場合、ステップ４１５で、セルラーホン１００は、同じ周波
数でより低い振幅の別のテストトーンを生成する。ユーザーがテストトーンの聞きとりが
できることを示さなくなるまで、または、特定の最小閾値に達するまで、セルラーホン１
００は、ステップ４２０で、振幅を連続的に低くしながらテストトーンを生成し続ける。
この最終テストトーンは、現在の周波数に関するユーザーの聴力閾値を示す。
【００４０】
ステップ４１０で、ユーザーが何も反応しないことで、初期テストトーンの聞き取りが可
能なことを示さなければ、ステップ４１５で、セルラーホン１００は、同じ周波数でより
高い振幅のテストトーンを生成する。ステップ４２０で、セルラーホン１００は、ユーザ
ーがテストトーンの聞きとりが可能なことを示すまで、または、特定の最大閾値に達する
まで、振幅を連続的に高くしながらテストトーンを生成し続ける。この最終テストトーン
は、現在の周波数に関するユーザーの聴力閾値を示す。
【００４１】
ステップ４２５で、ユーザーパラメータ制御回路１２０は、現在の周波数についてのユー
ザーの聴力閾値の振幅および周波数を、メモリ１２２に記録する。ステップ４３０で、セ
ルラーホン１００は、各周波数帯域について、ステップ４０５～４２５を繰り返す。ユー
ザーパラメータ制御回路１２０が、各周波数についての聴力閾値を記録した後、ユーザー
パラメータ制御回路には、ユーザーの聴力をモデル化するユーザーパラメータテーブルが
生成される。上記のように、使用された周波数帯域数は、ボコーダ２０５および周波数変
換回路２１０の動作において上述の周波数帯域または領域の数に対応する。
【００４２】
他の実施形態として、上記のデジタル信号プロセッサは、従来の電話網のデジタル電話に
含まれる。デジタル電話で受信されたアナログ信号は、デジタル信号に変換され、上記の
ように調整される。あるいは、デジタル電話は、コンピュータシステムにおける、ソフト
ウェアとハードウェアとを組み合わせたものであってもよい。
【００４３】
さらに他の実施形態では、上記セルラーホンの構成要素は、補聴器と連動している。この
場合、セルラーホンは、調整された信号を補聴器に送り、補聴器は、それ自体のスピーカ
を通してオーディオ信号を再生する。
【００４４】
上記デジタル信号プロセッサの構成要素は、ハードウェアまたはプログラマブルハードウ
ェアにおいて実現することができる。あるいは、ＤＳＰ１１５に、ポートまたはカード接
続を介してアクセス可能なソフトウェアを用いる処理ユニットを含めてもよい。
【００４５】
以上、種々の実施形態を説明してきたが、さらなる変形も可能である。例えば、電話によ
り受信される信号は、デジタル網により供給されるデジタル信号であってもよい。ユーザ
ーパラメータは、ユーザーによる手動入力によってではなく、電話に値をダウンロードす
ることでも得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態にかかるデジタル電話のブロック図である。
【図２】デジタル信号プロセッサのブロック図である。
【図３】信号を調整する際のフローチャートである。
【図４】ユーザーパラメータを設定する際のフローチャートである。
【符号の説明】
１００…セルラーホン、１０２…ケース、１０５…アンテナ／レシーバ、
１１０…復調器、１１５…ＤＳＰ、１２０…ユーザーパラメータ制御回路、
１２２…メモリ、１２５…ユーザー制御装置、１３０…ＤＡＣ、
１３５…スピーカ、２０５…ボコーダ、２１０…周波数変換回路、
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２１５…声道フィルタ、２２０…長周期コードブック、
２２５…短周期コードブック、２３０…内部パラメータ変更素子、
２３５…ＦＦＴ、２４０…帯域増幅回路、２４５…帯域テーブル、
２５０…逆ＦＦＴ。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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