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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射音要素を用いて音をレンダリングするシステムであって、
　聴取環境に渡る分散のためのオーディオドライバのアレイであって、前記オーディオド
ライバのアレイのうちの少なくとも１つのドライバは、前記聴取環境内の聴取領域への反
射のために前記聴取環境の１又は複数の面に向けて音波を発するよう構成されるアップワ
ードファイアリングドライバである、オーディオドライバのアレイと、
　オーディオストリーム及び１又は複数のメタデータセットを受信し処理するよう構成さ
れるレンダラであって、前記１又は複数のメタデータセットは、前記オーディオストリー
ムの各々に関連付けられ及び個々のオーディオストリームの前記聴取環境内の再生位置を
指定し、前記オーディオストリームは、１又は複数の反射オーディオストリーム及び１又
は複数の直接オーディオストリームを有し、前記レンダラは、アップワードファイアリン
グドライバ及びオーディオオブジェクトのうちの１又は複数に関連するハイト情報を用い
て標準的水平面より上でレンダリングされるべき前記オーディオオブジェクトをレンダリ
ングするよう更に構成される、レンダラと、
　前記レンダラに結合され、前記１又は複数のメタデータセットに従って前記オーディオ
ドライバのアレイに対応する複数のオーディオフィードに前記オーディオストリームをレ
ンダリングするよう構成される再生コンポーネントであって、前記１又は複数の反射オー
ディオストリームは、前記少なくとも１つのアップワードファイアリングドライバへ送信
される、再生コンポーネントと、
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　を有し、前記システムは、前記少なくとも１つのアップワードファイアリングドライバ
に供給される前記反射オーディオストリームに知覚ハイトキューを導入するよう、物理的
スピーカ位置からハイトキューを除去するとともに反射スピーカ位置からのハイトキュー
を挿入するハイトキューフィルタにより信号処理を実行し、検出されたリスナの位置に基
づき前記オーディオストリームのレンダリングを変更する、システム。
【請求項２】
　前記オーディオドライバのアレイの各オーディオドライバは、レンダラ及び前記再生コ
ンポーネントにより用いられる通信プロトコルに従ってユニークにアドレス可能である、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのオーディオドライバは、サイドファイアリングドライバ及びアッ
プファイアリングドライバのうちの１つを有し、前記少なくとも１つのオーディオドライ
バは、スピーカ筐体内のスタンドアロンドライバ及び単一スピーカ筐体内の１又は複数の
フロントファイアリングドライバの近くに置かれたドライバのうちの１つに更に実装され
る、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記オーディオドライバのアレイは、所定のサラウンドサウンド構成に従って前記聴取
環境に渡り分散されるドライバを有する、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記聴取環境は、家庭環境を有し、前記レンダラ及び再生コンポーネントは、家庭オー
ディオシステムの部分を有し、さらに、前記オーディオストリームは、家庭環境での再生
のために変換された映画コンテンツ、テレビジョンコンテンツ、ユーザの生成したコンテ
ンツ、コンピュータゲームコンテンツ、及び音楽を有するグループから選択されるオーデ
ィオコンテンツを有する、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのドライバへ送信される前記オーディオストリームに関連付けられ
るメタデータセットは、前記反射に関連する１又は複数の特性を定める、請求項４に記載
のシステム。
【請求項７】
　前記メタデータセットは、空間オーディオ情報のオブジェクトに基づくストリームに関
連するメタデータ要素を有する基本メタデータセットを補足し、前記オブジェクトに基づ
くストリームの前記メタデータ要素は、対応するオブジェクトに基づく音の再生を制御し
、音位置、音幅、及び音速度のうちの１又は複数を有する空間パラメータを指定する、請
求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記メタデータセットは、前記空間オーディオ情報のチャネルに基づくストリームに関
連付けられたメタデータ要素を更に有し、各チャネルに基づくストリームに関連付けられ
た前記メタデータ要素は、前記所定のサラウンドサウンド構成における前記オーディオド
ライバのサラウンドサウンドチャネルの指定を有する、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのドライバは、前記聴取環境内に配置されるマイクロフォンに関連
付けられ、前記マイクロフォンは、前記レンダラに結合される較正コンポーネントへ前記
聴取環境の特性をカプセル化する構成オーディオ情報を送信するよう構成され、前記構成
オーディオ情報は、前記少なくとも１つのオーディオドライバへ送信される前記オーディ
オストリームに関連付けられた前記メタデータセットを定め又は変更するために、前記レ
ンダラにより用いられる、請求項６に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのドライバは、前記聴取環境の床面に対するサウンドファイアリン
グ角に関して調整可能な筐体内の手動調整可能オーディオトランスデューサ、及び前記サ
ウンドファイアリング角に関して自動的に調整可能な筐体内の電気的制御可能なオーディ
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オトランスデューサ、のうちの１つを有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　聴取環境において音を生成するスピーカであって、
　スピーカキャビネットと、
　前記スピーカキャビネットの中に入れられ該スピーカキャビネットに結合されるオーデ
ィオドライバのアレイであって、前記オーディオドライバのアレイのうちの少なくとも１
つのドライバは、前記聴取環境内の聴取領域への反射のために前記聴取環境の１又は複数
の面へ向けて音波を発するよう構成される、オーディオドライバのアレイと、
　前記スピーカによりレンダリングされるオーディオ信号に知覚ハイトキューを導入する
よう、物理的スピーカ位置からハイトキューを除去するとともに反射スピーカ位置からの
ハイトキューを挿入するハイトキューフィルタにより信号処理を実行し、検出されたリス
ナの位置に基づき前記オーディオ信号のレンダリングを変更する信号処理ユニットと、
　を有するスピーカ。
【請求項１２】
　前記信号処理ユニットは、アクティブ又はパッシブハイトキューフィルタである、請求
項１１に記載のスピーカ。
【請求項１３】
　前記１つのドライバは、アップワードファイアリングドライバである、請求項１１に記
載のスピーカ。
【請求項１４】
　前記１つのドライバは、サイドファイアリングドライバである、請求項１１に記載のス
ピーカ。
【請求項１５】
　前記オーディオドライバのアレイのうちの少なくとも１つのドライバは、フロントファ
イアリングドライバであり、前記知覚ハイトキューは前記フロントファイアリングドライ
バに導入される、請求項１１に記載のスピーカ。
【請求項１６】
　前記オーディオドライバのアレイのうちの少なくとも１つのドライバは、サブウーファ
ーである、請求項１３に記載のスピーカ。
【請求項１７】
　前記オーディオドライバのアレイのうちの少なくとも１つのドライバは、アップワード
ファイアリングドライバであり、前記知覚ハイトキューは前記アップワードファイアリン
グドライバに導入される、請求項１１に記載のスピーカ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　１又は複数の実施形態は、概して、オーディオ信号処理に関し、より具体的には、特定
の聴取環境における直接及び反射ドライバを通じた適応オーディオコンテンツのレンダリ
ングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　背景技術の部分で議論される主題は、単に背景技術の部分で言及された結果として従来
技術であると考えられるべきではない。同様に、背景技術の部分で又は背景技術の部分の
主題に関連して言及される問題は、当分野で従来認識されていたと考えられるべきではな
い。背景技術の部分の主題は、それ自体が発明であり得る異なるアプローチを単に表すだ
けである。
【０００３】
　映画サウンドトラックは、通常、スクリーン上の画像、会話、雑音、並びに全体的視聴
経験を生成するためにスクリーン上の異なる場所から発し背景音楽及び環境効果と結合す
る音響効果に対応する多くの異なる音要素を有する。正確な再生は、音が音源位置、強度



(4) JP 6167178 B2 2017.7.19

10

20

30

40

50

、動き及び深さに関してスクリーン上に示されるものの可能な限り近くに対応するように
再生されることを要求する。伝統的なチャネルに基づくオーディオシステムは、スピーカ
フィードの形式で再生環境の個々のスピーカへオーディオコンテンツを送信する。
【０００４】
　デジタルシネマの導入は、コンテンツクリエイタのより大きな創造性及び視聴者の更な
る包み込む現実的聴覚経験を可能にするためにオーディオの複数チャネルの混和のような
映画音響の新しい標準を生み出した。空間的音響を分配する手段としての、伝統的なスピ
ーカフィード及びチャネルに基づくオーディオを超える拡張は、重要である。リスナの選
択した構成専用にレンダリングされるオーディオを有する所望の再生構成をリスナに選択
させるモデルに基づくオーディオ記述に有意な関心がある。リスナ経験を更に向上するた
めに、現実の３次元（３Ｄ）又は仮想３Ｄ環境での音の再生は、増大する研究及び開発分
野になってきている。音の空間的提示は、オーディオオブジェクトを利用する。オーディ
オオブジェクトは、明白な音源位置（例えば、３Ｄ座標）、明白な音源幅、及び他のパラ
メータの関連するパラメータ音源記述を有するオーディオ信号である。オブジェクトに基
づくオーディオは、デジタルムービー、ビデオゲーム、シミュレータのような多くのマル
チメディアアプリケーションのために用いることができ、比較的小さな聴取環境の制限に
よりスピーカの数及びそれらの配置が通常限られる又は制約される家庭環境で特に重要で
ある。
【０００５】
　種々の技術が、映画環境におけるサウンドシステムを向上するために、及び動画サウン
ドトラックでクリエイタの芸術的意図をより正確にキャプチャ及び再現するために開発さ
れている。例えば、次世代空間オーディオ（「適応型オーディオ」としても表される）フ
ォーマットが開発されている。該フォーマットは、オーディオオブジェクトの位置メタデ
ータとともに、オーディオオブジェクトと伝統的なチャネルに基づくスピーカフィードと
のミックスを有する。空間オーディオデコーダでは、チャネルは、（適切なスピーカが存
在する場合には）それらの関連するスピーカへ直接送信され又は存在するスピーカセット
へダウンミックスされ、オーディオオブジェクトは柔軟な方法でデコーダによりレンダリ
ングされる。３Ｄ空間における位置軌道のような各オブジェクトに関連するパラメータ音
源記述は、デコーダに結合されるスピーカの数及び位置と共に入力として取り入れられる
。次に、レンダラは、パニング法則（panning　law）のような特定のアルゴリズムを用い
て、取り付けられたスピーカセットに渡り各オブジェクトに関連するオーディオを分配す
る。このように、各オブジェクトの生み出された空間的意図は、聴取環境に存在する特定
のスピーカ構成に渡り最適に提示される。
【０００６】
　現在の空間的オーディオシステムは、通常、映画使用のために開発されており、したが
って、大きな空間での展開及び聴取環境の至る所に分配される複数スピーカのアレイを含
む比較的高価な機器の使用を含む。現在製造されている映画コンテンツの量の増加は、ス
トリーミング技術及びＢｌｕｅ－ｒａｙ（登録商標）のような高機能メディア技術を通じ
て家庭環境での再生のために利用可能になっている。さらに、３Ｄテレビジョン及び高機
能コンピュータゲーム及びシミュレータのような新生技術は、家庭及び他の聴取（非映画
／劇場）環境における大型スクリーンモニタ、サラウンドサウンド受信機及びスピーカア
レイのような比較的高機能な機器の使用を促している。しかしながら、機器コスト、設置
の複雑さ、及び部屋の大きさは、多くの家庭環境における空間オーディオの完全な利用を
妨げる現実的な制約である。例えば、高機能なオブジェクトに基づくオーディオシステム
は、通常、頭上スピーカ又はハイトスピーカを用いて、リスナの頭上で発生することを意
図される音を再生する。多くの場合、及び特に家庭環境では、このようなハイトスピーカ
は利用可能ではない。この場合、このような音オブジェクトが床又は壁に取り付けられる
スピーカによってのみ再生されるならば、ハイト情報は失われる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　したがって、限られた若しくは頭上スピーカを有しない再生のためのスピーカアレイ全
体の一部のみを含み、及び直接スピーカが存在しない場所から生じる音のために反射型ス
ピーカを用いることができる、適応型オーディオシステムの完全な空間情報を聴取環境で
再現できるシステムが必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　記載のシステム及び方法は、新しいスピーカ及びチャネル構成並びに映画サウンドミキ
サのために生成される一式の高機能コンテンツ生成ツールにより可能になる新しい空間記
述フォーマットを含む適応型オーディオシステムに基づく最新のコンテンツ生成ツール、
分配方法及び拡張ユーザ経験を含むオーディオフォーマット及びシステムのためのもので
ある。実施形態は、映画に基づく適応型オーディオコンセプトを、ホームシアター（例え
ば、Ａ／Ｖ受信機、サウンドバー、及びＢｌｕｅ－ｒａｙ（登録商標）プレイヤ）、電子
媒体（例えば、ＰＣ、タブレット、モバイル装置、及びヘッドフォン再生）、放送（例え
ば、ＴＶ及びセットトップボックス）、音楽、ゲーム、ライブサウンド、ユーザの生成し
たコンテンツ（user　generated　content：「ＵＧＣ」）、等を含む特定のオーディオ再
生エコシステムに拡張するシステムを有する。家庭環境システムは、劇場用コンテンツと
の互換性を提供するコンポーネントを有し、及び創造的意図を伝達するためのコンテンツ
生成情報、オーディオオブジェクト、オーディオフィード、空間レンダリング情報、及び
会話、音楽、環境等のようなコンテンツ種類を示すコンテンツ依存メタデータに関する媒
体知的情報を含むメタデータ定義を特徴とする。適応型オーディオ定義は、（大きさ、速
度及び三次元空間内の位置のような）空間レンダリング情報に関連付けられるオーディオ
チャネル及びオーディオオブジェクトによる、標準的なスピーカフィードを有しても良い
。複数のレンダリング技術をサポートする新規なスピーカレイアウト（又はチャネル構成
）及び付随する新しい空間記述フォーマットも記載される。オーディオストリーム（通常
、チャネル及びオブジェクトを有する）は、オーディオストリームの所望の位置を含む、
コンテンツクリエイタ又はサウンドミキサの意図を記述するメタデータと一緒に送信され
る。位置は、（所定のチャネル構成からの）指名チャネルとして又は３Ｄ空間位置情報と
して表現できる。このチャネル及びオブジェクトフォーマットは、チャネルに基づく及び
モデルに基づくオーディオシーン記述方法の両者の最善を提供する。
【０００９】
　実施形態は、特に、反射音要素を用いて音をレンダリングするシステムであって、聴取
環境に渡る分散のためのオーディオドライバのアレイであって、前記ドライバのうちの幾
つかは直接ドライバであり、他のドライバは特定の聴取領域への反射のために前記聴取環
境の１又は複数の面に向けて音波を発するよう構成される反射ドライバである、アレイと
、オーディオストリーム及び各オーディオストリームに関連付けられ個々のオーディオス
トリームの前記聴取環境内の再生位置を指定する１又は複数のメタデータセットを処理す
るレンダラであって、前記オーディオストリームは１又は複数の反射オーディオストリー
ム及び１又は複数の直接オーディオストリームを有する、レンダラと、１又は複数のメタ
データセットに従って前記オーディオドライバのアレイへ前記オーディオストリームをレ
ンダリングする再生システムであって、前記１又は複数の反射オーディオストリームは前
記反射オーディオドライバへ送信される、再生システムと、を有するシステムを対象とす
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　以下の図中で、同様の参照符号は同様の要素を表すために用いられる。以下の図面は種
々の例を示すが、１又は複数の実装は図中に示される例に限定されない。
【図１】ハイトチャネルの再生のためのハイトスピーカを設けたサラウンドシステム（例
えば、９．１サラウンド）内の例示的なスピーカ配置を示す。
【図２】一実施形態における、適応型オーディオミックスを生成するためのチャネルとオ
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ブジェクトに基づくデータとの組合せを示す。
【図３】一実施形態における、適応型オーディオシステムで使用する再生アーキテクチャ
のブロック図である。
【図４Ａ】一実施形態における、聴取環境で使用する、オーディオコンテンツに基づき映
画を適応する機能コンポーネントを示すブロック図である。
【図４Ｂ】一実施形態における、図３Ａのコンポーネントの詳細なブロック図である。
【図４Ｃ】一実施形態における、適応型オーディオ環境の機能コンポーネントのブロック
図である。
【図５】例示的なホームシアター環境における適応型オーディオシステムの展開を示す。
【図６】聴取環境における頭上スピーカをシミュレートするために反射音を用いるアップ
ワードファイアリング（upward－firing）ドライバの使用を示す。
【図７Ａ】一実施形態における、反射音レンダラを有する適応型オーディオシステムで使
用する第１の構成の複数のドライバを有するスピーカを示す。
【図７Ｂ】一実施形態における、反射音レンダラを有する適応型オーディオシステムで使
用する複数の筐体に分配されるドライバを有するスピーカシステムを示す。
【図７Ｃ】一実施形態における、反射音レンダラを用いる適応型オーディオシステムで使
用されるサウンドバーの例示的な構成を示す。
【図８】聴取環境内に配置されるアップワードファイアリングドライバを含む個々にアド
レス可能なドライバを有するスピーカの例示的な配置を示す。
【図９Ａ】一実施形態における、反射オーディオのための複数のアドレス可能なドライバ
を用いる適応型オーディオ５．１システムのスピーカ構成を示す。
【図９Ｂ】一実施形態における、反射オーディオのための複数のアドレス可能なドライバ
を用いる適応型オーディオ７．１システムのスピーカ構成を示す。
【図１０】一実施形態における、双方向相互接続の組成を示す図である。
【図１１】一実施形態における、適応型オーディオシステムで使用する自動構成及びシス
テム較正処理を示す。
【図１２】一実施形態における、適応型オーディオシステムで使用される較正方法の処理
ステップを示すフロー図である。
【図１３】例示的なテレビジョン及びサウンドバー使用例における適応型オーディオシス
テムの使用を示す。
【図１４】一実施形態における、適応型オーディオシステムにおける３次元バイノーラル
ヘッドフォン仮想化の簡略表現を示す。
【図１５】一実施形態における、聴取環境のための反射音レンダラを用いる適応型オーデ
ィオシステムで使用する特定のメタデータ定義を示すテーブルである。
【図１６】一実施形態における、結合フィルタの周波数応答を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　頭上スピーカを有しない適応型オーディオシステムで反射音をレンダリングする適応型
オーディオシステムのためのシステム及び方法が記載される。本願明細書に記載される１
又は複数の実施形態の態様は、ソフトウェア命令を実行する１又は複数のコンピュータ若
しくは処理装置を含む、ミキシング、レンダリング、及び再生システムにおいてソースオ
ーディオ情報を処理するオーディオ又はオーディオ－ビジュアルシステムに実装されても
良い。記載の実施形態のいずれも、単独で又は任意の組合せで一緒に用いられても良い。
種々の実施形態が本願明細書の１又は複数の箇所で議論され又は暗に示され得る従来技術
に伴う種々の欠点により動機付けられるが、実施形態は必ずしもこれらの欠点のいずれか
を解決するものではない。言い換えると、異なる実施形態は、本願明細書で議論され得る
異なる欠点を解決しても良い。幾つかの実施形態は、本願明細書で議論される幾つかの欠
点を部分的にのみ又は１つの欠点のみを解決しても良い。また、幾つかの実施形態は、こ
れらの欠点のいずれも解決しなくても良い。
【００１２】
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　この記載の目的のために、以下の用語は関連する意味を有する。用語「チャネル」は、
オーディオ信号及びメタデータを意味し、メタデータ内に位置がチャネル識別子、例えば
左前又は右上サラウンドとして符号化される。「チャネルに基づくオーディオ」は、関連
する名目位置、例えば５．１、７．１、等を有するスピーカゾーンの所定のセットを通じ
た再生のためにフォーマット化されたオーディオである。用語「オブジェクト」又は「オ
ブジェクトに基づくオーディオ」は、明白なソース位置（例えば、３Ｄ座標）、明白なソ
ース幅、等のようなパラメータソース記述を有する１又は複数のオーディオチャネルを意
味する。「適応型オーディオ」は、チャネルに基づく及び／又はオブジェクトに基づくオ
ーディオ信号及びメタデータを意味し、オーディオストリーム及びメタデータを用いて再
生環境に基づきオーディオ信号をレンダリングし、メタデータ内には位置が空間内の３Ｄ
座標として符号化される。「聴取環境」は、オーディオコンテンツのみ、又はビデオ若し
くは他のコンテンツを有するオーディオコンテンツを再生するために使用でき、家庭、映
画館、劇場、公会堂、スタジオ、ゲーム端末、等で実現できる部屋のような任意の開かれ
た、部分的に閉じられた、又は完全に閉じられた領域を意味する。このような領域は、そ
の中に配置される、音波を直接若しくは乱反射できる壁又はバッフルのような１又は複数
の面を有し得る。
【００１３】
　＜適応型オーディオフォーマット及びシステム＞
　実施形態は、向上した聴衆没入、高い芸術的制御、並びにシステム柔軟性及び拡張性を
可能にする、オーディオフォーマット及びレンダリング技術に基づく「空間オーディオシ
ステム」又は「適応型オーディオシステム」として言及され得るサウンドフォーマット及
び処理システムと共に動作するよう構成される反射音レンダリングシステムに関する。適
応型オーディオシステム全体は、概して、オーディオ符号化分散（distribution）と、伝
統的なチャネルに基づくオーディオ要素とオーディオオブジェクト符号化要素との両方を
含む１又は複数のビットストリームを生成するよう構成される復号化システムとを有する
。このような結合されたアプローチは、別個に用いられるチャネルに基づく若しくはオブ
ジェクトに基づくアプローチに比べて、高いコーディング効率及びレンダリングの柔軟性
を提供する。本発明の実施形態と関連して用いられ得る適応型オーディオシステムの一例
は、米国仮特許出願番号第６１/６３６,４２９号、２０１２年４月２０日出願、名称「Sy
stem　and　Method　for　Adaptive　Audio　Signal　Generation,　Coding　and　Rende
ring」に記載されている。該出願は、参照により全体が本願明細書に組み込まれる。
【００１４】
　適応型オーディオシステム及び関連するオーディオフォーマットの例示的な実装は、Ｄ
ｏｌｂｙ（登録商標）Ａｔｍｏｓ（商標）プラットフォームである。このようなシステム
は、９．１サラウンドシステム又は同様のサラウンドサウンド構成として実装され得るハ
イト（上（ｕｐ）／下（ｄｏｗｎ））次元を組み込む。図１は、ハイトチャネルの再生の
ためのハイトスピーカを設けたサラウンドシステム（例えば、９．１サラウンド）内の本
発明のスピーカ配置を示す。９．１システム１００のスピーカ構成は、床面にある５個の
スピーカと、ハイト面にある４個のスピーカと、を有する。通常、これらのスピーカは、
聴取環境内で大体正確に任意の位置から発するよう設計される音を生成するために用いら
れ得る。
【００１５】
　図１に示すような所定のスピーカ構成は、所与の音源の位置を正確に表現する能力を必
然的に制限し得る。例えば、音源は、左のスピーカ自体より更に左にパンできない。これ
は各スピーカに適用される。したがって、１次元（例えば、左－右）、２次元（例えば、
前－後）、又は３次元（例えば、左－右、前－後、上－下）幾何学的形状を形成し、ダウ
ンミックスは制限される。種々の異なるスピーカ構成及び種類は、このようなスピーカ構
成で使用できる。例えば、特定の拡張オーディオシステムは、９．１、１１．１、１３．
１、１９．４又は他の構成でスピーカを用いても良い。スピーカ種類は、全範囲直接スピ
ーカ、スピーカアレイ、サラウンドスピーカ、サブウーファ、ツイータ、及び他の種類の
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スピーカを有し得る。
【００１６】
　オーディオオブジェクトは、聴取環境内の特定の物理位置又は場所から発すると知覚さ
れ得る音要素群と考えることができる。このようなオブジェクトは、静的（つまり、止ま
っている）又は動的（つまり、動いている）であり得る。オーディオオブジェクトは、他
の機能と一緒に、所与の時点における音の位置を定めるメタデータにより制御される。オ
ブジェクトが再生されるとき、それらは、必ずしも所定の物理チャネルに出力されるので
はなく、存在するスピーカを用いて、位置メタデータに従ってレンダリングされる。セッ
ション中のトラックは、オーディオオブジェクトであり得る。標準パニングデータは、位
置メタデータに類似する。このように、スクリーンに配置されるコンテンツは、チャネル
に基づくコンテンツと同じ方法で効果的にパンされ得る。しかし、サラウンドに配置され
るコンテンツは、必要に応じて、個々のスピーカにレンダリングされ得る。オーディオオ
ブジェクトの使用は離散効果の所望の制御を提供するが、サウンドトラックの他の特徴は
、チャネルに基づく環境で効果的に機能しても良い。例えば、多くの環境効果又は反響は
、スピーカのアレイに供給されることにより実際に恩恵を受ける。これらはアレイを満た
すのに十分な幅を有するオブジェクトとして取り扱うことができるが、特定のチャネルに
基づく機能を保持することは有利である。
【００１７】
　適応型オーディオシステムは、オーディオオブジェクトに加えて「ベッド（beds）」を
サポートするよう構成される。ここで、ベッドは効果的なチャネルに基づくサブミックス
又はステムである。これらは、コンテンツクリエイタの意図に依存して個々の又は単一の
ベッドに結合されて最終的な再生（レンダリング）のために供給され得る。これらのベッ
ドは、図１に示すような５．１、７．１、及び９．１並びに頭上スピーカを含むアレイの
ような異なるチャネルに基づく構成で生成され得る。図２は、一実施形態における、適応
型オーディオミックスを生成するためのチャネルとオブジェクトに基づくデータとの組合
せを示す。処理２００に示すように、チャネルに基づくデータ２０２は、例えばパルス符
号変調（pulse－code　modulate：ＰＣＭ）データの形式で提供される５．１又は７．１
サラウンドサウンドデータであっても良く、オーディオオブジェクトデータ２０４と結合
されて適応型オーディオミックス２０８を生成する。オーディオオブジェクトデータ２０
４は、元のチャネルに基づくデータの要素を、オーディオオブジェクトの場所に関する特
定のパラメータを指定する関連メタデータと結合することにより生成される。図２に概念
的に示すように、オーサリングツールは、同時にスピーカチャネルグループとオブジェク
トチャネルとの組合せを含むオーディオプログラムを生成する能力を提供する。例えば、
オーディオプログラムは、任意でグループ（又はトラック、例えばステレオ若しくは５．
１トラック）に編成される１又は複数のスピーカチャネル、１又は複数のスピーカチャネ
ルの記述メタデータ、１又は複数のオブジェクトチャネル、及び１又は複数のオブジェク
トチャネルの記述メタデータを含み得る。
【００１８】
　適応型オーディオシステムは、空間オーディオを分配する手段として単純な「スピーカ
フィード」を超えて効果的に動く。そして、高機能なモデルに基づくオーディオ記述が開
発され、リスナに、彼らの個々の必要又は予算に適する再生構成を選択する自由を与え、
彼らの個々の選択した構成専用にオーディオをレンダリングさせる。上位レベルでは、４
つの主な空間オーディオ記述フォーマットがある。（１）スピーカフィード。オーディオ
は、名目スピーカ位置に置かれたラウドスピーカ用の信号として記述される。（２）マイ
クロフォンフィード。オーディオは、所定の構成（マイクロフォンの数及びそれらの相対
位置）の現実又は仮想マイクロフォンによりキャプチャされる信号として記述される。（
３）モデルに基づく記述。オーディオは、記述される時間及び位置におけるオーディオイ
ベントのシーケンスの観点で記述される。（４）バイノーラル。オーディオは、リスナの
２つの耳に到着する信号により記述される。
【００１９】
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　４つの記述フォーマットは、以下の一般的レンダリング技術に関連付けられる場合が多
い。ここで、用語「レンダリング」は、スピーカフィードとして用いられる電気信号への
変換を意味する。（１）パニング。オーディオストリームは、パニング法セット及び知ら
れている又は想定されるスピーカ位置を用いてスピーカフィードに変換される（通常、分
配の前にレンダリングされる）。（２）Ambisonics。マイクロフォン信号は、ラウドスピ
ーカの拡張可能アレイへのフィードに変換される（通常、分配の後にレンダリングされる
）。（３）ＷＦＳ（Wave　Field　Synthesis）。サウンドイベントは、音場を合成するた
めに適切なスピーカ信号に変換される（通常、分配の後にレンダリングされる）。（４）
バイノーラル。Ｌ／Ｒバイノーラル信号は、通常はヘッドフォンを通じて、クロストーク
除去と関連してスピーカを通じても、Ｌ／Ｒ耳に分配される。
【００２０】
　通常、任意のフォーマットは別のフォーマットに変換でき（これはブラインド音源分離
又は同様の技術を必要とし得る）、前述の技術のうちの任意のものを用いてレンダリング
できる。しかしながら、実際に全ての変換が良好な結果を生じるわけではない。スピーカ
フィードフォーマットは、単純且つ効率的であるために最も一般的である。最良の音響結
果（つまり、最も正確且つ信頼性のある）は、スピーカフィードにミキシングし／モニタ
し、次にスピーカフィードを直接分配することにより達成される。これは、コンテンツク
リエイタとリスナとの間にいかなる処理も必要ないからである。再生システムが予め分か
る場合は、スピーカフィード記述は、最高の忠実性を提供する。しかしながら、再生シス
テム及びその構成は事前に分からない場合が多い。対照的に、モデルに基づく記述は最も
順応性がある。なぜなら、モデルに基づく記述は、再生システムに関するいかなる仮定も
行わず、したがって複数のレンダリング技術に最も容易に適用されるからである。モデル
に基づく記述は、空間情報を効率的にキャプチャするが、音源の数が増加するにつれ非常
に非効率になる。
【００２１】
　適応型オーディオシステムは、チャネル及びモデルに基づくシステムの両者の利益を、
高音質、同じチャネル構成を用いてミキシング及びレンダリングするときに芸術的意図の
最適な再現、レンダリング構成への「下方」適応を有する単一インベントリ（inventory
）、システムパイプラインに与える比較的小さな影響、及び精細水平スピーカ空間分解能
及び新しいハイトチャネルによる没入の増大を含む特定の利益と結合する。適応型オーデ
ィオシステムは、特定の映画レンダリング構成への下方及び上方適応を有する単一インベ
ントリ、つまり遅延レンダリング及び再生環境で利用可能なスピーカの最適な使用と、チ
ャネル間相関（inter－channel　correlation：ＩＣＣ）アーティファクトを回避するた
めの最適なダウンミキシングを含む包み込まれた状態の向上と、スティアスルー（steer
－thru）アレイによる空間分解能の向上（例えば、オーディオオブジェクトをサラウンド
アレイ内の１又は複数のラウドスピーカに動的に割り当て可能にする）と、高分解能中心
又は同様のスピーカ構成によるフロントチャネル分解能の向上と、を含む幾つかの新しい
特徴を提供する。
【００２２】
　オーディオ信号の空間的効果は、リスナに没入経験を提供するのに重要である。閲覧ス
クリーン又は聴取環境の特定領域から発することが意図される音は、それと同じ相対位置
に置かれたスピーカを通じて再生されるべきである。したがって、モデルに基づく記述に
おける音イベントの主要オーディオメタデータは位置であるが、大きさ、方位、速度及び
音響分散のような他のパラメータも記述できる。位置を伝達するために、モデルに基づく
３Ｄオーディオ空間記述は、３Ｄ座標系を必要とする。送信のために用いられる座標系（
ユークリッド、球、円筒）は、通常、便宜又は簡潔さのために選択される。しかしながら
、他の座標系がレンダリング処理のために用いられても良い。座標系に加えて、基準のフ
レームが、空間内のオブジェクトの位置を表すために必要である。種々の異なる環境で位
置に基づく音を正確に再現するシステムでは、正しい基準のフレームを選択することが重
要であり得る。他者中心的（allocentric）基準フレームでは、オーディオソース位置は
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、部屋の壁及び角、標準的なスピーカ位置、及びスクリーン位置のようなレンダリング環
境内の特徴に対して定められる。自己中心的（egocentric）基準フレームでは、位置は、
「私の前」、「少し左」、等のようなリスナの観点に対して表される。空間認知（オーデ
ィオ及びその他）の科学的研究は、自己中心的認知が殆ど例外なく用いられていることを
示している。しかしながら、映画では、他者中心的基準フレームは、通常、より適切であ
る。例えば、オーディオオブジェクトの正確な位置は、関連するオブジェクトがスクリー
ン上にあるとき最も重要である。他者中心的基準を用いるとき、聴取位置毎に、及び任意
のスクリーンサイズで、音は、スクリーン上の同じ相対位置、例えば「スクリーンの中間
の左３分の１」にあると特定される。別の理由は、ミキサが他者中心的表現で考えミキシ
ングする傾向にあること、パニングツールは他者中心的フレーム（つまり、部屋の壁）と
共に設計されること、ミキサはそれらがそのようにレンダリングされることを期待するこ
と、例えば「この音はスクリーン上にあるべきである」、「この音はスクリーンから外れ
ているべきである」又は「左の壁から」、等である。
【００２３】
　映画環境での他者中心的基準フレームの使用にもかかわらず、自己中心的基準フレーム
が有用であり、より適切であり得る幾つかの例がある。これらは、自己中心的な一様な提
示が望ましい非物語世界の音、つまり「物語空間」に存在しない音、例えばムード音楽を
含む。別の例は、自己中心的提示を必要とする近接場効果（例えば、リスナの左耳の中で
ブンブンいう蚊）である。さらに、無限に遠い音源（及びその結果生じる平面波）は、一
定の自己中心的位置（例えば、左に３０度）から来るように思われる。このような音は、
他者中心的表現より自己中心的な表現で容易に記述される。幾つかの例では、名目聴取位
置が定められる限り、他者中心的基準フレームを用いることが可能である。一方、幾つか
の例は、未だレンダリングすることが出来ない自己中心的表現を必要とする。他者中心的
基準はより有用且つ適切であり得るが、特定のアプリケーション及び聴取環境において自
己中心的表現を含む多くの新しい特徴がより望ましいので、オーディオ表現は拡張可能で
あるべきである。
【００２４】
　適応型オーディオシステムの実施形態は、最適音質のための及び自己中心的基準を用い
た拡散する又は複雑な多点源（例えば、スタジアムの観衆、雰囲気）のレンダリングのた
めの推奨チャネル構成、並びに空間分解能及び拡張性の向上を効率的に可能にするために
他者中心的なモデルに基づく音記述を含むハイブリッド空間記述アプローチを含む。図３
は、一実施形態における、適応型オーディオシステムで使用する再生アーキテクチャのブ
ロック図である。図３のシステムは、オーディオが後処理及び／又は増幅及びスピーカ段
へ送信される前に、従来のオブジェクト及びチャネルオーディオ復号化、オブジェクトレ
ンダリング、チャネル再マッピング、及び信号処理を実行する処理ブロックを有する。
【００２５】
　再生システム３００は、１又は複数のキャプチャ、前処理、オーサリング及び符号化コ
ンポーネントを通じて生成されるオーディオコンテンツをレンダリング及び再生するよう
構成される。適応型オーディオプリプロセッサは、入力オーディオの分析を通じて自動的
に適切なメタデータを生成するソース分離及びコンテンツ種類検出機能を有しても良い。
例えば、位置メタデータは、チャネル対間の相関入力の相対レベルの分析を通じてマルチ
チャネルレコーディングから導出されても良い。「スピーチ」又は「音楽」のようなコン
テンツ種類の検出は、例えば特徴抽出及び分類により達成されても良い。特定のオーサリ
ングツールは、音響技師の創造的意図の入力及び体系化を最適化して、事実上任意の再生
環境での再生に最適化されると、彼に最終的なオーディオミックスを生成させることによ
り、オーディオプログラムのオーサリングを可能にする。これは、オーディオオブジェク
ト、及び元のオーディオコンテンツに関連付けられ共に符号化される位置データの使用を
通じて達成できる。公会堂のあちこちに音を正確に配置するために、音響技師は、再生環
境の実際の制約及び特徴に基づき音が最終的にどのようにレンダリングされるかを制御す
る必要がある。適応型オーディオシステムは、オーディオオブジェクト及び位置データの
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使用を通じてオーディオコンテンツがどのように設計されミックスされるかを音響技師に
変更させることにより、この制御を提供する。適応型オーディオコンテンツは、オーサリ
ングされ適切なコーデック装置で符号化されると、再生システム３００の種々のコンポー
ネントで復号化されレンダリングされる。
【００２６】
　図３に示すように、（１）レガシーサラウンドサウンドオーディオ３０２、（２）オブ
ジェクトメタデータを含むオブジェクトオーディオ３０４、及び（３）チャネルメタデー
タを含むチャネルオーディオ３０６は、処理ブロック３１０内のデコーダ段３０８、３０
９に入力される。オブジェクトメタデータは、オブジェクトレンダラ３１２でレンダリン
グされる。一方、チャネルメタデータは必要に応じて再マッピングされても良い。聴取環
境構成情報３０７は、オブジェクトレンダラ及びチャネル再マッピングコンポーネントに
供給される。次に、ハイブリッドオーディオデータは、Ｂチェイン処理段３１６への出力
及びスピーカ３１８を通じた再生の前に、等化器及びリミッタ３１４のような１又は複数
の信号処理段を通じて処理される。システム３００は、適応型オーディオのための再生シ
ステムの一例を表す。他の構成、コンポーネント、及び相互接続も可能である。
【００２７】
　図３のシステムは、レンダラが、任意的なチャネルに基づくオーディオコンテンツと関
連してオブジェクトに基づくオーディオコンテンツを処理するために、オブジェクトメタ
データを入力オーディオチャネルに適用するコンポーネントを有する一実施形態を示す。
実施形態は、入力オーディオチャネルが従来のチャネルに基づくコンテンツのみを有し、
レンダラが、サラウンドサウンド構成においてドライバアレイへの送信のためにスピーカ
フィードを生成するコンポーネントを有する例も対象にし得る。この例では、入力は必ず
しもオブジェクトに基づくコンテンツではなく、Ｄｏｌｂｙ　Ｄｉｇｉｔａｌ又はＤｏｌ
ｂｙ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐｌｕｓ又は同様のシステムで提供されるようなレガシー５．１
又は７．１（又は他のオブジェクトに基づかない）コンテンツでも良い。
【００２８】
　＜再生アプリケーション＞
　上述のように、適応型オーディオフォーマット及びシステムの初期実装は、新規なオー
サリングツールを用いてオーサリングされ、適応型オーディオシネマエンコーダを用いて
パッケージされ、及びＰＣＭ又は独自仕様の無損失コーデックを用いて既存のＤＣＩ（Di
gital　Cinema　Initiative）分配メカニズムを用いて分配されるコンテンツキャプチャ
（オブジェクト及びチャネル）を含むデジタルシネマ（D－cinema）の環境である。この
例では、オーディオコンテンツは、没入型空間オーディオシネマ経験を生成するために、
デジタルシネマで復号化及びレンダリングされることを意図している。しかしながら、ア
ナログサラウンドサウンド、デジタル多チャネルオーディオ、等のような以前のシネマの
進歩と共に、家庭にいるユーザに直接に適応型オーディオフォーマットにより提供される
向上したユーザ経験を供給する要請がある。これは、フォーマット及びシステムの特定の
特徴がより限られた聴取環境での使用に適応されることを要求する。例えば、家庭、部屋
、小さな公会堂、又は類似の場所は、映画館又は劇場環境と比べて削減された空間、音響
特性、及び機器能力を有し得る。説明の目的で、用語「消費者に基づく環境」は、家、ス
タジオ、部屋、操作領域、公会堂、等のような本職の顧客又はプロによる使用のための聴
取環境を有する任意の非映画館環境を含むことを意図する。オーディオコンテンツは、単
独で調達されレンダリングされても良く、或いは、グラフィックコンテンツ、例えば静止
画像、光ディスプレイ、ビデオ、等に関連付けられても良い。
【００２９】
　図４Ａは、一実施形態における、聴取環境で使用する、オーディオコンテンツに基づき
映画を適応する機能コンポーネントを示すブロック図である。図４Ａに示すように、ブロ
ック４０２で、通常動画像サウンドトラックを有する映画コンテンツは、適切な機器及び
ツールを用いてキャプチャ及び／又はオーサリングされる。適応型オーディオシステムで
は、ブロック４０４で、このコンテンツは、符号化／復号化及びレンダリングコンポーネ
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ント及びインタフェースを通じて処理される。結果として生じるオブジェクト及びチャネ
ルオーディオフィードは、次に、４０６で映画館又は劇場内の適切なスピーカに送信され
る。システム４００では、４１６で、映画コンテンツも、ホームシアターシステムのよう
な聴取環境での再生のために処理される。聴取環境は、総合的ではなく、或いは、限られ
た空間、少ないスピーカ数、等によりコンテンツクリエイタにより意図されたサウンドコ
ンテンツの全てを再現する能力がない。しかしながら、実施形態は、聴取環境の減少した
能力により課される制約を最小限にするように元のオーディオコンテンツをレンダリング
可能にする、並びに利用可能な機器を最大限にするように位置キューを処理可能にするシ
ステム及び方法を対象とする。図４Ａに示すように、映画オーディオコンテンツは、映画
－消費者変換器コンポーネント４０８を通じて処理される。ここで、映画オーディオコン
テンツは消費者コンテンツ符号化及びレンダリングチェーン４１４内で処理される。この
チェーンは、ブロック４１２でキャプチャされ及び／又はオーサリングされた元のオーデ
ィオコンテンツも処理する。次に４１６で、元のコンテンツ及び／又は変換された映画コ
ンテンツは、聴取環境で再生される。このように、オーディオコンテンツ内に符号化され
た関連空間情報は、家庭又は聴取環境の場合によっては限られたスピーカ構成を用いても
、４１６で、より没入型方法で音をレンダリングするために用いることができる。
【００３０】
　図４Ｂは、図４Ａのコンポーネントをより詳細に示す。図４Ｂは、オーディオ再生エコ
システム全体を通して適応型オーディオ映画コンテンツの例示的な分配メカニズムを示す
。図４２０に示すように、元の映画及びＴＶコンテンツは、種々の異なる環境における再
生のために、４２２でキャプチャされ、４２３でオーサリングされ、４２７で映画経験を
又は４３４で消費者環境経験を提供する。同様に、特定のユーザにより生成されたコンテ
ンツ（user　generated　content：ＵＧＣ）又は消費者コンテンツは、４３４での聴取環
境における再生のために、４２３でキャプチャされ、４２５でオーサリングされる。例え
ば映画環境４２７における再生のための映画コンテンツは、知られている映画処理４２６
を通じて処理される。しかしながら、システム４２０で、映画オーサリングツールボック
ス４２３の出力は、サウンドミキサの芸術的意図を伝達するオーディオオブジェクト、オ
ーディオチャネル、及びメタデータも有する。これは、再生のための映画コンテンツの複
数のバージョンを生成するために用いることができる２階正面席（mezzanine）スタイル
のオーディオパッケージとして考えることができる。一実施形態では、この機能は、映画
－消費者適応型オーディオ変換器４３０により提供される。この変換器は、適応型オーデ
ィオコンテンツへの入力を有し、それから所望の消費者エンドポイント４３４のための適
切なオーディオ及びメタデータコンテンツを抜き出す。変換器は、分配メカニズム及びエ
ンドポイントに依存して、別個の及び場合によっては異なるオーディオ及びメタデータ出
力を生成する。
【００３１】
　システム４２０の例に示すように、映画－消費者変換器４３０は、画像（ブロードキャ
スト、ディスク、ＯＴＴ、等）及びゲームオーディオビットストリーム生成モジュール４
２８に音を供給する。これらの２個のモジュールは、映画コンテンツを配信するのに適し
、複数の分配パイプライン４３２に供給できる。複数の分配パイプライン４３２の全部は
、消費者エンドポイントに分配しても良い。例えば、適応型オーディオ映画コンテンツは
、Ｄｏｌｂｙ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐｌｕｓのようなブロードキャスト目的に適するコーデ
ックを用いて符号化されても良く、チャネル、オブジェクト及び関連メタデータを伝達す
るために変更されても良く、ブロードキャストチェーンを通じてケーブル又は衛星を介し
て送信され、次にホームシアター又はテレビジョン再生のために家庭で復号化及びレンダ
リングされる。。同様に、同じコンテンツは、帯域幅の限られたオンライン配信に適した
コーデックを用いて符号化され、次に３Ｇ又は４Ｇモバイルネットワークを通じて送信さ
れ、次にヘッドフォンを用いたモバイル装置による再生のために復号化及びレンダリング
される。ＴＶ、ライブ放送、ゲーム及び音楽のような他のコンテンツソースも、次世代オ
ーディオフォーマットのコンテンツを生成し提供するために、適応型オーディオフォーマ
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ットを用いても良い。
【００３２】
　図４Ｂのシステムは、ホームシアター（Ａ／Ｖ受信機、サウンドバー、及びＢｌｕＲａ
ｙ（登録商標））、電子メディア（ＰＣ、タブレット、ヘッドフォン再生を含むモバイル
）、ブロードキャスト（ＴＶ及びセットトップボックス）、音楽、ゲーム、ライブサウン
ド、ユーザの生成したコンテンツ（ＵＧＣ）、等を含み得る消費者オーディオエコシステ
ム全体を通して拡張されたユーザ経験を提供する。このようなシステムは、全てのエンド
ポイント装置の聴衆の没入の拡張、オーディオコンテンツクリエイタの芸術的制御の拡張
、レンダリングの向上のためのコンテンツ依存（記述）メタデータの改良、再生システム
の柔軟性及び拡張性の拡張、音質維持及び整合、並びにユーザ位置及び相互作用に基づく
コンテンツの動的レンダリングのための機会を提供する。システムは、コンテンツクリエ
イタのための新しいミキシングツール、分配及び再生、（異なる構成に適する）家庭内動
的ミキシング及びレンダリング、追加スピーカ位置及び設計のための更新された新しいパ
ッケージ及び符号化ツールを含む幾つかのコンポーネントを有する。
【００３３】
　適応型オーディオエコシステムは、多数のエンドポイント装置及び使用例に渡るコンテ
ンツ生成、パッケージング、分配及び再生／レンダリングを含む適応型オーディオフォー
マットを用いて完全に包括的なエンドツーエンド次世代オーディオシステムであるよう構
成される。図４Ｂに示すように、システムは、多数の異なる使用例から及びそれらのため
にキャプチャされたコンテンツに端を発する。これらのキャプチャポイントは、映画、Ｔ
Ｖ、生放送（及び音）、ＵＧＣ、ゲーム及び音楽を含む全ての関連するコンテンツフォー
マットを有する。コンテンツは、エコシステムを通過するとき、前処理及びオーサリング
ツール、変換ツール（つまり、映画－消費者コンテンツ分配アプリケーションのための適
応型オーディオコンテンツの変換）、特定適応型オーディオパッケージング／ビットスト
リーム符号化（オーディオ基本データを追加メタデータ及びオーディオ再現情報とともに
キャプチャする）、種々のオーディオチャネルを通じた効率的な分配、関連分配チャネル
（ブロードキャスト、ディスク、モバイル、インターネット、等）を通じた送信、及び空
間オーディオ経験の利益を提供するコンテンツクリエイタにより定められた適応型オーデ
ィオユーザ経験を再現し伝達するために最終的なエンドポイントを意識した動的レンダリ
ングのための既存の又は新しいコーデック（例えば、ＤＤ＋、ＴｒｕｅＨＤ、Ｄｏｌｂｙ
　Ｐｕｌｓｅ）を用いた分配符号化のような幾つかの主要段階を通る。適応型オーディオ
システムは、広範囲に変化する数の消費者エンドポイントのためのレンダリング中に用い
ることができ、適用されるレンダリング技術は、エンドポイント装置に依存して最適化で
きる。例えば、ホームシアターシステム及びサウンドバーは、２、３、５、７又は９個の
スピーカを種々の位置に有しても良い。多くの他の種類のシステムは２個のスピーカのみ
を有し（ＴＶ、ラップトップ、音楽ドック）、殆ど全ての一般的に用いられる装置はヘッ
ドフォン出力を有する（ＰＣ、ラップトップ、タブレット、携帯電話機、音楽プレイヤ、
等）。
【００３４】
　サラウンドサウンドオーディオのための現在のオーサリング及び分配システムは、オー
ディオエッセンス（つまり、再現システムにより再生される実際のオーディオ）の中で伝
達されるコンテンツの種類についての限られた知識しか有しないで、所定の及び固定され
たスピーカ位置への再現用のオーディオを生成し分配する。しかしながら、適応型オーデ
ィオシステムは、固定スピーカ位置専用オーディオ（左チャネル、右チャネル、等）と、
位置、サイズ及び速度を含む汎用３Ｄ空間情報を有するオブジェクトに基づくオーディオ
要素との両者の選択を有する新しいハイブリッドアプローチをオーディオ生成に提供する
。このハイブリッドアプローチは、（固定スピーカ位置により提供される）忠実性及び（
汎用オーディオオブジェクトを）レンダリングする際の柔軟性のバランスのとれたアプロ
ーチを提供する。このシステムは、コンテンツ生成／オーサリングのときにコンテンツク
リエイタによりオーディオエッセンスと対にされる新しいメタデータにより、オーディオ
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コンテンツに関する追加の有用な情報も提供する。この情報は、レンダリング中に用いる
ことができるオーディオの属性に関する詳細情報を提供する。このような属性は、コンテ
ンツ種類（会話、音楽、効果、フォーレイ（Foley）、背景／雰囲気、等）、並びに空間
属性（３Ｄ位置、オブジェクトサイズ、速度、等）のようなオーディオオブジェクト情報
及び有用なレンダリング情報（スピーカ位置への素早い動き、チャネル重み、利得、低音
管理情報、等）を有しても良い。オーディオコンテンツ及び再現意図メタデータは、コン
テンツクリエイタにより手動で生成でき又はオーサリング処理中にバックグラウンドで実
行され得る自動メディア知能アルゴリズムの使用を通じて生成でき、そして必要に応じて
最終品質制御段階中にコンテンツクリエイタにより見直され得る。
【００３５】
　図４Ｃは、一実施形態における、適応型オーディオ環境の機能コンポーネントのブロッ
ク図である。図４５０に示すように、システムは、ハイブリッドオブジェクト及びチャネ
ルに基づくオーディオストリームの両方を伝達する符号化ビットストリーム４５２を処理
する。ビットストリームは、レンダリング／信号処理ブロック４５４により処理される。
一実施形態では、この機能ブロックの少なくとも一部は、図３に示すレンダリングブロッ
ク３１２内で実施されても良い。レンダリング機能４５４は、適応型オーディオのための
種々のレンダリングアルゴリズム、並びにアップミキシング、反射音向け処理、等のよう
な特定の後処理アルゴリズムを実装する。レンダラからの出力は、双方向相互接続４５６
を通じてスピーカ４５８に供給される。一実施形態では、スピーカ４５８は、サラウンド
サウンド又は同様の構成に配置され得る多数の個々のドライバを有する。ドライバは、個
々にアドレス可能であり、個々の筐体又は複数ドライバキャビネット若しくはアレイで具
現化されても良い。システム４５０は、レンダリング処理を較正するために用いることが
できる、聴取環境又は部屋の特性の測定を提供するマイクロフォン４６０を有しても良い
。システム構成及び較正機能は、ブロック４６２で提供される。これらの機能は、レンダ
リングコンポーネントの部分として含まれても良い。或いは、これらの機能は、レンダラ
に機能的に結合される別個のコンポーネントとして実装されても良い。双方向相互接続４
５６は、聴取環境内のスピーカから較正コンポーネント４６２へのフィードバック信号経
路を提供する。
【００３６】
　＜聴取環境＞
　適応型オーディオシステムの実装は、種々の異なる聴取環境で展開できる。これらは、
オーディオ再生アプリケーションの３つの主要な分野、つまりホームシアターシステム、
テレビジョン及びサウンドバー、及びヘッドフォンを有する。図５は、例示的なホームシ
アター環境における適応型オーディオシステムの展開を示す。図５のシステムは、適応型
オーディオシステムにより提供され得るコンポーネント及び機能の上位集合を示す。特定
の特徴は、拡張された経験を提供しながら、ユーザの必要に基づき削減又は除去されても
良い。システム５００は、種々の異なるキャビネット又はアレイ５０４の中に種々の異な
るスピーカ及びドライバを有する。スピーカは、フロント、サイド及びアップワードファ
イアリング、並びに特定のオーディオ処理技術を用いるオーディオの動的仮想化を提供す
る個々のドライバを有する。図５００は、標準的な９．１スピーカ構成で展開される多数
のスピーカを示す。これらは、左及び右ハイトスピーカ（ＬＨ、ＲＨ）、左及び右スピー
カ（Ｌ、Ｒ）、中央スピーカ（変更された中央スピーカとして示す）、並びに左及び右サ
ラウンド及びバックスピーカ（ＬＳ、ＬＲ、ＬＢ及びＲＢ、低周波数要素ＬＦＥは示さな
い）を含む。
【００３７】
　図５は、聴取環境の中央位置で用いられる中央チャネルスピーカ５１０の使用を示す。
一実施形態では、このスピーカは、変更された中央チャネル又は高分解能中央チャネル５
１０を用いて実装される。このようなスピーカは、スクリーン上のビデオオブジェクトの
動きに適合するアレイを通じたオーディオオブジェクトの離散的パンを可能にする個々に
アドレス可能なスピーカを有するフロントファイアリング中央チャネルアレイであっても
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良い。これは、参照することにより全体がここに組み込まれる国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳ
２０１１／０２８７８３号に記載されているような高分解能中央チャネル（high－resolu
tion　center　channel：ＨＲＣ）スピーカとして具現化されても良い。ＨＲＣスピーカ
５１０は、図示のようにサイドファイアリングスピーカを有しても良い。これらは、ＨＲ
Ｃスピーカが中央スピーカとしてだけではなくサウンドバー能力を有するスピーカとして
も用いられる場合に、起動され使用され得る。ＨＲＣスピーカは、オーディオオブジェク
トの２次元高分解能パニングオプションを提供するために、スクリーン５０２の上及び／
又は横に組み込まれても良い。中央スピーカ５１０は、追加ドライバを有し、別個に制御
される音ゾーンを有するステアリング可能なサウンドビームを実装し得る。
【００３８】
　システム５００は、着席位置の正面にあるテーブル上のようなリスナの正面右に又は正
面近くに配置され得る近接場効果（near　field　effect：ＮＦＥ）スピーカ５１２も有
する。適応型オーディオでは、オーディオオブジェクトを部屋の周囲に固定するだけでは
なく、部屋の中に持ってくることが可能である。したがって、３次元空間を通してオブジ
ェクトをトラバースするというオプションがある。一例は、オブジェクトがＬスピーカで
生じ、ＮＦＥスピーカを通じて聴取環境を通って伝わり、ＲＳスピーカで終わる場合であ
る。種々の異なるスピーカは、無線バッテリ式スピーカのようなＮＦＥスピーカとしての
使用に適しても良い。
【００３９】
　図５は、ホームシアター環境における没入型ユーザ経験を提供するための動的スピーカ
仮想化の使用を示す。動的スピーカ仮想化は、適応型オーディオコンテンツにより提供さ
れるオブジェクト空間情報に基づくスピーカ仮想化アルゴリズムパラメータの動的制御を
通じて実現される。この動的仮想化は、Ｌ及びＲスピーカについて図５に示される。これ
は、聴取環境の側面に沿って移動するオブジェクトの知覚を生成するためのものであると
考えるのが自然である別個の仮想化器が関連オブジェクト毎に使用され、結合された信号
は、複数オブジェクト仮想化効果を生成するためにＬ及びＲスピーカへ送信され得る。動
的仮想化効果は、Ｌ及びＲスピーカ、並びに（２個の独立した入力を有する）ステレオス
ピーカであることが意図されるＮＦＥスピーカについて示される。このスピーカは、オー
ディオオブジェクト及び位置情報と共に、拡散又は点源近距離オーディオ経験を生成する
ために用いられ得る。同様の仮想化効果は、システム内の任意の又は全部の他のスピーカ
にも適用できる。一実施形態では、カメラは、ミキサの芸術的意図により忠実により感動
的な経験を提供するために、適応型オーディオレンダラにより使用され得る追加リスナ位
置及び識別情報を提供しても良い。
【００４０】
　適応型オーディオレンダラは、ミックスと再生システムとの間の空間的関係を理解する
。再生環境の幾つかの例では、離散的スピーカは、図１に示すような頭上位置を含む聴取
環境の全ての関連領域で利用可能であっても良い。離散的スピーカが特定の位置で利用可
能なこれらの例では、レンダラは、パニング又はスピーカ仮想化アルゴリズムの使用を通
じて２以上のスピーカの間のファントム像を生成する代わりに、最も近いスピーカにオブ
ジェクトを「素早く動かす（snap）」よう構成できる。これは、ミックスの空間的表現を
僅かに歪めるが、レンダラが意図しないファントム像を回避できるようにする。例えば、
ミキシング段の左スピーカの角度位置が再生システムの左スピーカの角度位置に対応しな
い場合、この機能の有効化は、初期左チャネルの一定のファントム像を有することを回避
し得る。
【００４１】
　しかしながら、多くの場合、及び特に家庭環境で、天井に取り付けられる頭上スピーカ
のような特定のスピーカは利用可能ではない。この例では、特定の仮想化技術は、既存の
床又は壁に取り付けられるスピーカを通じて頭上オーディオコンテンツを再現するために
レンダラにより実装される。一実施形態では、適応型オーディオシステムは、各スピーカ
のフロントファイアリング能力及びトップ（又は「アップワード」）ファイアリング能力



(16) JP 6167178 B2 2017.7.19

10

20

30

40

50

の両方の包含を通じて標準的構成への変更を含む。伝統的な家庭用アプリケーションでは
、スピーカ製造者は、フロントファイアリングトランスデューサ以外の新しいドライバ構
成を導入しようと試みており、元のオーディオ信号（又はそれらに対する変更）のうちの
どれがこれらの新しいドライバへ送信されるべきかを特定しようとする問題に直面してい
る。適応型オーディオシステムでは、どのオーディオオブジェクトが標準的な水平面の上
でレンダリングされるかに関する非常に特有の情報が存在する。一実施形態では、適応型
オーディオシステムに存在するハイト情報は、アップワードファイアリングドライバを用
いてレンダリングされる。同様に、サイドファイアリングスピーカは、雰囲気効果のよう
な特定の他のコンテンツをレンダリングするために用いることができる。
【００４２】
　アップワードファイアリングドライバの１つの利点は、それらが、天井に位置付けられ
る頭上／ハイトスピーカの存在をシミュレートするために、堅い天井面から音を反射する
のに用いることができることである。適応型オーディオコンテンツの有力な属性は、空間
的に多様なオーディオが頭上スピーカのアレイを用いて再現されることである。しかしな
がら、上述のように、多くの例では、頭上スピーカの設置は、家庭環境では高価であり又
は実用的でない。名目上水平面に位置付けられるスピーカを用いてハイトスピーカをシミ
ュレートすることにより、感動的な３Ｄ経験が位置付けし易いスピーカにより生成できる
。この例では、適応型オーディオシステムは、オーディオオブジェクト及びそれらの空間
的再現情報がアップワードファイアリングドライバにより再現されるオーディオを生成す
るために用いられる新しい方法で、アップワードファイアリング／ハイトシミュレートド
ライバを用いている。
【００４３】
　図６は、ホームシアターにおける単一の頭上スピーカをシミュレートするために反射音
を用いるアップワードファイアリングドライバの使用を示す。留意すべきことに、複数の
シミュレートされたハイトスピーカを生成するために、任意の数のアップワードファイア
リングドライバが組み合わされて用いられ得る。代替で、アップワードファイアリングド
ライバの数は、特定の音強度又は効果を達成するために、天井の実質的に同じ点に音を送
信するよう構成されても良い。
【００４４】
　図６００は、通常の聴取位置６０２が聴取環境内の特定の場所に位置する例を示す。シ
ステムは、ハイトキューを含むオーディオコンテンツを送信するいかなるハイトスピーカ
も有しない。代わりに、スピーカキャビネット又はスピーカアレイ６０４は、フロントフ
ァイアリングドライバと一緒にアップワードファイアリングドライバを有する。アップワ
ードファイアリングドライバは、その音波６０６を（位置及び傾き角度に関して）天井の
特定の点６０８まで送信するよう構成される。音波は、聴取位置６０２に反射され戻って
くる。天井は、聴取環境へ音を適切に反射するために適切な材料及び構成を有すると想定
される。アップワードファイアリングドライバの関連特性（例えば、サイズ、パワー、位
置、等）は、天井の構成、部屋の大きさ、及び聴取環境の他の関連特性に基づき選択され
ても良い。１つのアップワードファイアリングドライバのみが図６に示されたが、幾つか
の実施形態では、複数のアップワードファイアリングドライバが再現システムに組み込ま
れても良い。
【００４５】
　一実施形態では、適応型オーディオシステムは、ハイト要素を提供するために、アップ
ワードファイアリングドライバを用いる。一般的に、知覚ハイトキューをアップワードフ
ァイアリングドライバに供給されるオーディオ信号に導入するために信号処理を組み込む
ことは、仮想ハイト信号の位置決め及び知覚される質を向上する。例えば、ハイトキュー
フィルタを生成するために、パラメトリック知覚バイノーラル聴覚モデルが開発されてい
る。該モデルは、アップワードファイアリングドライバにより再現されているオーディオ
を処理するために用いられるとき、再現の知覚品質を向上する。一実施形態では、ハイト
キューフィルタは、物理的スピーカ位置（大体、リスナと同じ高さ）及び反射スピーカ位
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置（リスナより上）の両方から導出される。物理的スピーカ位置について、方向フィルタ
は、外耳（又は耳介）のモデルに基づいて決定される。次に、このフィルタの逆変換が決
定され、物理スピーカからハイトキューを除去するために用いられる。次に、反射スピー
カ位置について、第２の方向フィルタは、外耳の同じモデルを用いて決定される。このフ
ィルタは、直接適用され、音がリスナの上にあった場合に耳が受けるキューを基本的に再
現する。実際には、これらのフィルタは、単一フィルタが、（１）物理的スピーカ位置か
らハイトキューを除去するとともに（２）反射スピーカ位置からのハイトキューを挿入で
きるように、結合されても良い。図１６は、結合フィルタの周波数応答を示すグラフであ
る。結合フィルタは、適用されるフィルタの攻撃性（aggressiveness）又は量に関して特
定の調整能力を認めるように用いられても良い。例えば、幾つかの例では、物理的スピー
カからの音の一部のみがリスナに直接到着する（残りの部分は天井から反射されている）
ので、物理的スピーカハイトキューを完全に除去しない、又は反射スピーカハイトキュー
を完全に適用しないことが有利であっても良い。
【００４６】
　＜スピーカ構成＞
　適応型オーディオシステムの主要な検討事項は、スピーカ構成である。システムは、個
別にアドレス可能なドライバを用いる。このようなドライバのアレイは、直接及び反射音
源の両方の組合せを提供するよう構成される。システム制御部（例えば、Ａ／Ｖ受信機、
セットトップボックス）への双方向リンクは、オーディオ及び構成データをスピーカへ送
信させ、スピーカ及びセンサ情報を制御部に返送させ、積極的な閉ループシステムを生成
する。
【００４７】
　説明を目的として、用語「ドライバ」は、電気オーディオ入力信号に応答して音を生成
する単一の電子音響トランスデューサを意味する。ドライバは、任意の適切な種類、ジオ
メトリ、及びサイズで実装されても良く、ホーン、コーン、リボントランスデューサ、等
を有しても良い。用語「スピーカ」は、単一の筐体の中にある１又は複数のドライバを意
味する。図７Ａは、一実施形態における、第１の構成の複数のドライバを有するスピーカ
を示す。図７Ａに示すように、スピーカ筐体７００は、筐体内に取り付けられた多数の個
別のドライバを有する。通常、筐体は、低音域用スピーカ、中音域スピーカ若しくは高音
域用スピーカ、又はそれらの任意の組合せのような１又は複数のフロントファイアリング
ドライバ７０２を有する。１又は複数のサイドファイアリングドライバ７０４も含まれて
も良い。フロント及びサイドファイアリングドライバは、通常、筐体の側面にぴったりく
っついて取り付けられ、それらがスピーカにより定められる垂直面から垂直に出て行く音
を発射するように、及びこれらのドライバがキャビネット７００内に通常恒久的に固定さ
れるようにする。反射音のレンダリングを特色とする適応型オーディオシステムでは、１
又は複数のアップワードチルトドライバ７０６も設けられる。これらのドライバは、図６
に示したように、それらがある角度で天井へと音を発射し、次に天井で音が跳ね返ってリ
スナへと戻ってくるように、位置付けられる。傾きの程度は、聴取環境特性及びシステム
要件に依存して設定されても良い。例えば、アップワードドライバ７０６は、フロントフ
ァイアリングドライバ７０２から生成される音波との干渉を最小限にするように、３０乃
至６０度の間で上に傾けられても良く、スピーカ筐体７００内のフロントファイアリング
ドライバ７０２の上に位置付けられても良い。アップワードファイアリングドライバ７０
６は、固定角度で設置されても良く、或いは傾き角が手動で調整できるように設置されて
も良い。代替で、アップワードファイアリングドライバの傾き角及び発射方向の自動又は
電気制御を可能にするために、サーボ機構が用いられても良い。環境音のような特定の音
について、アップワードファイアリングドライバは、所謂「トップファイアリング」ドラ
イバを生成するために、スピーカ筐体７００の上面の外側へ一直線に向けて方向付けられ
ても良い。この例では、大きな音成分は、天井の音響特性に依存して、スピーカ上へと反
射して戻ってきても良い。しかしながら、多くの例では、図６に示したように、聴取環境
内の異なる若しくは更に中央位置への天井からの反射を通じて音を発射するのを助けるた
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めに、通常、特定の傾き角が用いられる。
【００４８】
　図７Ａは、スピーカ及びドライバ構成の一例を示すことを意図する。多くの他の構成も
可能である。例えば、アップワードファイアリングドライバは、既存のスピーカと共に使
用できるように、自身の筐体内に設けられても良い。図７Ｂは、一実施形態における、複
数の筐体の中に分散されたドライバを有するスピーカシステムを示す。図７Ｂに示すよう
に、アップワードファイアリングドライバ７１２は、別の筐体７１０の中に設けられる。
別の筐体７１０は、フロント及び／又はサイドファイアリングドライバ７１６及び７１８
を有する筐体７１４に近接して又はその上に配置できる。多くのホームシアター環境で用
いられるように、ドライバは、多数の小型又は中型の大きさのドライバが単一水平又は垂
直筐体内の軸に沿って配列されるスピーカサウンドバー内に入れられても良い。図７Ｃは
、一実施形態における、サウンドバー内のドライバの配置を示す。本例では、サウンドバ
ー筐体７３０は、サイドファイアリングドライバ７３４、アップワードファイアリングド
ライバ７３６、及びフロントファイアリングドライバ７３２を有する水平サウンドバーで
ある。図７Ｃは、単なる例示的構成を意図する。機能の各々－フロント、サイド及びアッ
プワードファイアリング－について任意の実際のドライバ数が用いられても良い。
【００４９】
　図７Ａ－７Ｃの実施形態について、要求される周波数応答特性並びにサイズ、電力定格
、コンポーネントコスト等のような任意の他の関連制約に依存して、ドライバは任意の適
切な形状、サイズ及び種類であっても良いことに留意すべきである。
【００５０】
　標準的な適応型オーディオ環境では、多数のスピーカ筐体が、聴取環境内に含まれる。
図８は、聴取環境内に配置されるアップワードファイアリングドライバを含む個々にアド
レス可能なドライバを有するスピーカの例示的な配置を示す。図８に示すように、聴取環
境８００は、それぞれ少なくとも１つのフロントファイアリング、サイドファイアリング
、及びアップワードファイアリングドライバを有する４個の別個のスピーカ８０６を有す
る。聴取環境は、中央スピーカ８０２及びサブウーファー若しくはＬＦＥ８０４のような
サラウンドサウンドアプリケーションのために用いられる固定ドライバを有しても良い。
図８から分かるように、聴取環境及び個々のスピーカユニットの大きさに依存して、聴取
環境内のスピーカ８０６の適正な配置は、多数のアップワードファイアリングドライバか
らの音の天井での反射によりもたらされる豊かなオーディオ環境を提供できる。スピーカ
は、コンテンツ、聴取環境の大きさ、リスナ位置、音響特性、及び他の関連パラメータに
依存して、天井面にある１又は複数の点からの反射を提供することを目的とし得る。
【００５１】
　ホームシアター又は類似の聴取環境のための適応型オーディオシステムで用いられるス
ピーカは、既存のサラウンドサラウンド構成（例えば、５．１、７．１、９．１等）に基
づく構成を用いても良い。この例では、多数のドライバが、知られているサラウンドサウ
ンド習慣により設けられ定められ、アップワードファイアリングサウンドコンポーネント
のために追加ドライバが設けられ定められる。
【００５２】
　図９Ａは、一実施形態における、反射オーディオのための複数のアドレス可能なドライ
バを用いる適応型オーディオ５．１システムのスピーカ構成を示す。構成９００では、Ｌ
ＦＥ９０１、中央スピーカ９０２、Ｌ／Ｒフロントスピーカ９０４／９０６、及びＬ／Ｒ
リアスピーカ９０８／９１０を有する標準的な５．１ラウドスピーカ設置面積は、８個の
追加ドライバを設けられ、合計１４個のアドレス可能なドライバを与える。これらの８個
の追加ドライバは、各スピーカユニット９０２－９１０内の「フォワード」（又は「フロ
ント」）に加えて「アップワード」及び「サイドワード」と示される。直接フォワードド
ライバは、高度な指向性を有するよう設計される適応型オーディオオブジェクト及び任意
の他のコンポーネントを含むサブチャネルにより駆動され得る。アップワードファイアリ
ング（反射）ドライバは、更に全方向性の又は指向性のないサブチャネルコンテンツを有
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し得るが、これらに限定されない。例は、背景音楽又は環境音を有し得る。システムへの
入力がレガシーサラウンドサウンドコンテンツを有する場合、このコンテンツは、方向及
び反射サブチャネルに知的に織り込まれ、適切なドライバへ供給され得る。
【００５３】
　直接サブチャネルのために、スピーカ筐体は、ドライバの中央軸が「スイートスポット
」又は聴取環境の音響的中心を二等分するドライバを有し得る。アップワードファイアリ
ングドライバは、ドライバの中央軸と音響的中心との間の角度が４５乃至１８０度の範囲
内の特定の角度になるよう、位置付けられ得る。ドライバを１８０度に位置付ける例では
、背面ドライバは、背面の壁からの反射により音拡散を提供し得る。この構成は、アップ
ワードファイアリングドライバを直接ドライバと時間的に整合した後に、早く到着する信
号成分がコヒーレントであり、一方、遅く到着する成分が聴取環境により提供される自然
拡散からの恩恵を受けるという音響原理を利用する。
【００５４】
　適応型オーディオシステムにより提供されるハイトキューを達成するために、アップワ
ードファイアリングドライバは、水平面から上方に傾けられ、本例では一直線に発し、平
坦な天井のような１又は複数の反射面又は筐体の直ぐ上に配置された音響拡散器から反射
するよう位置付けられ得る。追加の指向性を提供するために、中央スピーカは、高分解能
中央チャネルを提供するためにスクリーンに渡り音をステアリングする能力を有する（図
７Ｃに示すような）サウンドバー構成を用い得る。
【００５５】
　図９Ａの５．１構成は、標準的な７．１構成と類似の２個の追加背面筐体を追加するこ
とにより拡張され得る。図９Ｂは、このような一実施形態における、反射オーディオのた
めの複数のアドレス可能なドライバを用いる適応型オーディオ７．１システムのスピーカ
構成を示す。構成９２０に示すように、２個の追加筐体９２２及び９２４は、既存のフロ
ント及びリアのペアの間の中間で天井から跳ね返るよう設定されるフロント筐体及びアッ
プワードファイアリングドライバと同様に、サイドスピーカが側壁の方を向いている「左
サイドサラウンド」及び「右サイドサラウンド」位置に配置される。このような増加的追
加は、必要なだけ何回でも行うことができ、追加ペアは側壁又は後壁に沿ったギャップを
満たす。図９Ａ及び９Ｂは、聴取環境のための適応型オーディオシステム内でアップワー
ド及びサイドファイアリングスピーカと共に用いることができる拡張サラウンドサウンド
スピーカレイアウトの可能な構成のうちの幾つかの例のみを示す。多くの他の構成も可能
である。
【００５６】
　上述のｎ．１構成の代替として、より柔軟なポッド（pod）に基づくシステムが用いら
れても良い。これにより、各ドライバは自身の筐体に入れられ、都合の良い場所に取り付
けることができる。これは、図７Ｂに示すようなドライバ構成を用い得る。これらの個々
のユニットは、同様の方法でｎ．１構成にクラスタ化されても良く、或いは聴取環境内に
個々に散らばっても良い。ポッドは、必ずしも聴取環境の端に配置されることに限定され
ず、聴取環境内の任意の面（例えば、コーヒーテーブル、本棚、等）に配置され得る。こ
のようなシステムは、拡張が容易であり、更に没入型経験を生成するために時間の経過と
共にユーザが更に多くのスピーカを追加できるようにする。スピーカが無線である場合、
ポッドシステムは、再充電目的でスピーカをドッキングする能力を有し得る。この設計で
は、ポッドは一緒にドッキングされ、おそらくステレオ音楽を聴くために、それらが再充
電している間、それらが単一のスピーカのように動作するようにし、次に、ドッキングか
ら外され、適応型オーディオコンテンツのための聴取環境内に位置付けられ得る。
【００５７】
　アップワードファイアリングアドレス可能ドライバを用いて適応型オーディオシステム
の設定可能性及び精度を拡張するために、多数のセンサ及びフィードバック装置が、レン
ダリングアルゴリズムで用いられ得る特性をレンダラに知らせるために、筐体に追加され
得る。例えば、各筐体内に設置されるマイクロフォンは、システムが、三角測量及び筐体
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自体のＨＲＴＦのような機能を用いて、スピーカの互いに対する位置と共に、聴取環境の
位相、周波数、及び反響特性を測定できるようにし得る。慣性センサ（例えば、ジャイロ
スコープ、コンパス、等）は、筐体の方向及び角度を検出するために用いられ得る。光及
び視覚センサ（例えば、レーザに基づく赤外線レンジファインダ）は、聴取環境自体に対
する位置情報を提供するために用いられ得る。これらの代表は、システム内で用いられ得
る追加センサのほんの少数の可能性であり、他のセンサも可能である。
【００５８】
　このようなセンサシステムは、ドライバの位置及び／又は筐体の音響変更因子を電子機
械サーボにより自動的に調整可能にすることにより更に拡張できる。これは、壁及び他の
ドライバに対する聴取環境内のドライバの位置決めを適合させるために、ドライバの指向
性を実行時に変更させ得る（「アクティブステアリング」）。同様に、（バッフル、ホー
ン、又は導波管のような）任意の音響変更因子は、任意の聴取環境構成における最適な再
生のための正しい周波数及び位相応答を提供するために調整され得る（「アクティブチュ
ーニング」）。アクティブステアリング及びアクティブチューニングの両者は、初期聴取
環境構成の間（自動ＥＱ／自動部屋構成システムと共に）、又はコンテンツがレンダリン
グされるのに応答して再生中に実行され得る。
【００５９】
　＜双方向相互接続＞
　一旦構成されると、スピーカは、レンダリングシステムに接続されなければならない。
伝統的な相互接続は、通常、２種類ある。つまり、パッシブスピーカのためのスピーカレ
ベル入力と、アクティブスピーカのためのラインレベル入力である。図４Ｃに示すように
、適応型オーディオシステム４５０は、双方向相互接続機能を有する。この相互接続は、
レンダリング段４５４と増幅器／スピーカ４５８及びマイクロフォン段４６０との間の物
理及び論理接続のセット内に実装される。各スピーカキャビネット内の複数のドライバを
アドレスする能力は、音源とスピーカとの間のこれらの知的相互接続によりサポートされ
る。双方向相互接続は、音源からスピーカ（レンダラ）への信号の送信が制御信号とオー
ディオ信号の両方を含むことを可能にする。スピーカから音源への信号は、制御信号とオ
ーディオ信号の両方を有する。ここで、この例におけるオーディオ信号は、任意的な内蔵
マイクロフォンから調達されるオーディオである。電力は、少なくともスピーカ／ドライ
バが別個に電力供給されない例では、双方向相互接続の部分として供給されても良い。
【００６０】
　図１０は、一実施形態における、双方向相互接続の組成を示す図１０００である。音源
１００２は、レンダラ及び増幅器／サウンドプロセッサチェーンを表しても良く、相互接
続リンク１００６及び１００８の対を通じてスピーカキャビネット１００４に論理的及び
物理的に結合される。音源１００２からスピーカキャビネット１００４内のドライバ１０
０５への相互接続１００６は、各ドライバの電子音響信号、１又は複数の制御信号、及び
光パワーを有する。スピーカキャビネット１００４から音源１００２へ戻る相互接続１０
０８は、マイクロフォン１００７又はレンダラの較正若しくは他の同様のサウンドプロセ
ッシング機能のための他のセンサからのサウンド信号を有する。フィードバック相互接続
１００８は、相互接続１００６を介してドライバに設定される音信号を変更又は処理する
ために、レンダラにより用いられる特定のドライバ定義及びパラメータも有する。
【００６１】
　一実施形態では、システムのキャビネットの各々の中の各ドライバは、システムセット
アップ中に識別子（例えば、数値割り当て）を割り当てられる。各スピーカキャビネット
（筐体）は、ユニークに識別できる。この数値割り当ては、どのオーディオ信号がキャビ
ネット内のどのドライバへ送信されるべきかを決定するために、スピーカキャビネットに
より用いられる。割り当ては、スピーカキャビネット内で適切なメモリ装置に格納される
。代替で、各ドライバは、ローカルメモリに自身の識別子を格納するよう構成されても良
い。更なる代替では、ドライバ／スピーカがローカル記憶能力を有しない例のように、識
別子は、レンダリング段又は音源１００２内の他のコンポーネントに格納され得る。スピ
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ーカ発見処理中、各スピーカ（又は中央データベース）は、そのプロファイルについて音
源により問い合わせられる。プロファイルは、スピーカキャビネット又は他の定められた
アレイ内のドライバの数、各ドライバの音響特性（例えば、ドライバ種類、周波数応答、
等）、スピーカキャビネットの前面中心に対する各ドライバの中心のｘ、ｙ、ｚ位置、定
められた面（例えば、天井、床、キャビネット垂直軸、等）に対する各ドライバの角度、
並びにマイクロフォンの数及びマイクロフォン特性を含む特定のドライバ定義を定める。
他の関連ドライバ及びマイクロフォン／センサパラメータも定められても良い。一実施形
態では、ドライバ定義及びスピーカキャビネットプロファイルは、レンダラにより用いら
れる１又は複数のＸＭＬ文書として表現されても良い。
【００６２】
　１つの可能な実装では、インターネットプロトコル（ＩＰ）制御ネットワークは、音源
１００２とスピーカキャビネット１００４との間に生成される。各スピーカキャビネット
及び音源は、単一ネットワークエンドポイントとして動作し、初期化又は電源を入れられ
るとリンクローカルアドレスを与えられる。ゼロコンフィギュレーションネットワーキン
グ（zeroconf）のような自動発見機構は、音がネットワーク上の各スピーカに調達される
ようにするために用いられても良い。ゼロコンフィギュレーションネットワーキングは、
手動のオペレータ介入又は専用構成サーバを有しないで使用可能なＩＰネットワークを自
動的に生成する処理の一例である。他の同様の技術が用いられても良い。知的ネットワー
クシステムが与えられると、複数のソースは、スピーカとしてＩＰネットワーク上に存在
しても良い。これは、複数のソースが、「マスタ」オーディオソース（例えば、伝統的な
Ａ／Ｖ受信機）を通じて音をルーティングすることなく、スピーカを直接駆動できるよう
にする。別のソースがスピーカをアドレス指定しようとする場合、どのソースが現在「ア
クティブ」であるか、アクティブであることが必要か否か、及び制御を新しい音源に移す
ことができるか否か、を決定するために、通信は全てのソース間で実行される。ソースは
、それらの分類に基づき製造中に優先度を予め割り当てられても良い。例えば、通信ソー
スは、娯楽ソースより高い優先度を有しても良い。標準的な家庭環境のような複数の部屋
の環境では、環境全体の中の全てのスピーカは、単一のネットワーク上に存在しても良い
が、同時にアドレスされる必要はない。セットアップ及び自動構成中、相互接続１００８
を介して戻される音レベルは、どのスピーカが同じ物理空間内に配置されているかを決定
するために用いることができる。この情報が決定されると、スピーカはクラスタにグルー
プ化されても良い。この例では、クラスタＩＤが割り当てられ、ドライバ定義の部分を成
す。クラスタＩＤは、各スピーカに送られる。各クラスタは、音源１００２により同時に
アドレスされ得る。
【００６３】
　図１０に示すように、任意的なパワー信号は、双方向相互接続を介して送信できる。ス
ピーカは、パッシブ（音源からの外部電力を必要とする）又はアクティブ（電気コンセン
トからの電力を必要とする）であっても良い。スピーカシステムが無線サポートを有しな
いアクティブスピーカを有する場合、スピーカへの入力は、ＩＥＥＥ８０２．３に準拠し
た有線Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）入力を有する。スピーカシステムが無線サポートを
有するアクティブスピーカを有する場合、スピーカへの入力は、ＩＥＥＥ８０２．３に準
拠した無線Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）入力、又は代替でＷＩＳＡ組織により策定され
た無線規格を有する。パッシブスピーカは、音源により直接提供される適切な電力信号に
より供給されても良い。
【００６４】
　＜システム構成及び較正＞
　図４Ｃに示すように、適応型オーディオシステムの機能は、較正機能４６２を有する。
この機能は、図１０に示されるマイクロフォン１００７及び相互接続１００８リンクによ
り有効にされる。システム１００の中のマイクロフォンコンポーネントの機能は、全体的
なシステム応答を得るために、聴取環境内の個々のドライバの応答を測定することである
。複数のマイクロフォントポロジは、この目的のために用いることができ、単一のマイク
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ロフォン又はマイクロフォンのアレイを含む。最も単純な例は、聴取環境の中心に位置付
けられた単一の全方向性測定マイクロフォンが、各ドライバの応答を測定するために用い
られる場合である。聴取環境及び再生条件が更に精細な分析を保証する場合、代わりに複
数のマイクロフォンを用いることができる。複数のマイクロフォンにとって最も都合の良
い場所は、聴取環境内で用いられる特定のスピーカ構成の物理的スピーカキャビネット内
である。各筐体内に設置されたマイクロフォンは、システムが聴取環境内の複数の位置で
各ドライバの応答を測定できるようにする。このトポロジの代替は、聴取環境内のリスナ
の位置に大体位置付けられた複数の全方向性測定マイクロフォンを用いることである。
【００６５】
　マイクロフォンは、レンダラ及び後処理アルゴリズムの自動構成及び較正を有効にする
ために用いられる。適応型オーディオシステムでは、レンダラは、１又は複数の物理スピ
ーカ内で、ハイブリッドオブジェクト及びチャネルに基づくオーディオストリームを、特
定のアドレス可能ドライバのために設計された個々のオーディオ信号に変換する。後処理
コンポーネントは、遅延、等化、利得、スピーカ仮想化、及びアップミキシングを有して
も良い。スピーカ構成は、オーディオコンテンツの最適な再生を提供するために、レンダ
ラコンポーネントがハイブリッドオブジェクト及びチャネルに基づくオーディオストリー
ムを個々のドライバ毎オーディオ信号に変換するために用いることができる、重要情報を
表す場合が多い。システム構成情報は、（１）システム内の物理スピーカの数、（２）各
スピーカ内の個々のアドレス可能なドライバの数、（３）聴取環境形状に対する、各個々
にアドレス可能なドライバの位置及び方向、を有する。他の特性も可能である。図１１は
、一実施形態における自動構成及びシステム較正コンポーネントの機能を示す。図１１０
０に示すように、１又は複数のマイクロフォンのアレイ１１０２は、構成及び較正コンポ
ーネント１１０４に音響情報を提供する。この音響情報は、聴取環境の特定の関連特性を
キャプチャする。次に、構成及び較正コンポーネント１１０４は、この情報をレンダラ１
１０６及び任意の関連後処理コンポーネント１１０８に供給し、最終的にスピーカへ送ら
れるオーディオ信号が聴取環境のために調整され最適化されるようにする。
【００６６】
　システム内の物理スピーカの数及び各スピーカ内の個々にアドレス可能なドライバの数
は、物理的スピーカ特性である。これらの特性は、スピーカから双方向相互接続４５６を
介してレンダラ４５４へ直接送信される。レンダラ及びスピーカは、共通発見プロトコル
を用いる。したがって、スピーカが接続される又はシステムから切断されるとき、レンダ
ラは変化を通知され、相応してシステムを再構成できる。
【００６７】
　聴取環境のジオメトリ（大きさ及び形状）は、構成及び較正処理において必要な情報項
目である。ジオメトリは、多数の異なる方法で決定できる。手動較正モードでは、聴取環
境の最小境界立方体（bounding　cube）の幅、長さ及び高さは、レンダラ又は適応型オー
ディオシステム内の他の処理ユニットへの入力を提供するユーザインタフェースを通じて
リスナ又は技師によりシステムに入力される。種々の異なるユーザインタフェース技術及
びツールがこの目的のための用いられても良い。例えば、聴取環境ジオメトリは、聴取環
境のジオメトリを自動的にマッピング又はトレースするプログラムによりレンダラへ送信
され得る。このようなシステムは、コンピュータビジョン、ソナー、及び３Ｄレーザに基
づく物理的マッピングの組合せを用いても良い。
【００６８】
　レンダラは、聴取環境ジオメトリ内のスピーカの位置を用いて、直接及び反射（アップ
ワードファイアリング）ドライバの両者を含む各個々にアドレス可能なドライバのオーデ
ィオ信号を引き出す。直接ドライバは、それらの拡散パターンの大部分が、（床、壁又は
天井のような）１又は複数の反射面により拡散される前に、聴取位置と交差するよう意図
されたドライバである。反射ドライバは、それらの拡散パターンの大部分が、図６に示し
たような聴取位置と交差する前に、反射されるよう意図されたドライバである。システム
が手動構成モードである場合、各直接ドライバの３Ｄ座標は、ＵＩを通じてシステムに入
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力されても良い。反射ドライバでは、一次反射の３Ｄ座標がＵＩに入力される。レーザ又
は類似の技術は、聴取環境の面上に拡散ドライバの拡散パターンを視覚化するために用い
られても良い。したがって、３Ｄ座標が測定でき、システムに手動で入力できる。
【００６９】
　ドライバ位置及び照準は、通常、手動又は自動技術を用いて実行される。幾つかの例で
は、慣性センサは、各スピーカに組み込まれても良い。このモードでは、中央スピーカは
、「マスタ」として設計され、そのコンパス測定は、基準として考えられる。次に、他の
スピーカは、それらの個々にアドレス可能なドライバの各々の拡散パターン及びコンパス
位置を送信する。聴取環境ジオメトリと結合して、中央スピーカの基準角と各追加ドライ
バとの間の差分は、ドライバが直接又は反射であるかをシステムが自動的に決定するのに
十分な情報を提供する。
【００７０】
　スピーカ位置構成は、３Ｄ位置（つまり、Ambisonic）マイクロフォンが用いられる場
合、完全に自動化されても良い。このモードでは、システムは、各ドライバへテスト信号
を送信し、応答を記録する。マイクロフォン種類に依存して、信号は、ｘ、ｙ、ｚ表現に
変換される必要があっても良い。これらの信号は、主要な最初の到来のｘ、ｙ、ｚ成分を
見付けるために分析される。聴取環境ジオメトリと結合して、これは、通常、全てのスピ
ーカ位置の３Ｄ座標、直接又は反射をシステムが自動的に設定するのに十分な情報を提供
する。聴取環境ジオメトリに依存して、スピーカ座標を構成する３つの記載の方法のハイ
ブリッドな組合せは、１つのみの技術を単独で用いるよりも一層効率的であり得る。
【００７１】
　スピーカ構成情報は、レンダラを構成するために必要な１つの成分である。スピーカ較
正情報も、後処理チェーン、つまり遅延、等化、及び利得を構成するために必要である。
図１２は、一実施形態における、単一マイクロフォンを用いる自動スピーカ較正を実行す
る処理ステップを示すフローチャートである。このモードでは、遅延、等化及び利得は、
聴取環境の中央に置かれた単一の全方位測定マイクロフォンを用いてシステムにより自動
的に計算される。図１２００に示すように、処理は、ブロック１２０２で、各単一のドラ
イバ単独の部屋インパルス応答を測定することにより開始する。次に、ブロック１２０４
で、各ドライバの遅延は、直接キャプチャされる電気インパルス応答を有する（マイクロ
フォンによりキャプチャされる）音響インパルス応答の相互相関のピークのオフセットを
見付けることにより計算される。ブロック１２０６で、計算された遅延は、直接キャプチ
ャされた（基準）インパルス応答に適用される。次に、ブロック１２０８で、処理は、広
帯域及び帯域毎利得値を決定する。広帯域及び帯域毎利得値は、測定されたインパルス応
答に適用されると、測定されたインパルス応答と直接キャプチャされた（基準）インパル
ス応答との間の最小差分を生じる。これは、測定された及び基準インパルス応答の窓関数
を掛けたＦＦＴを行い、２つの信号間のビン毎の大きさの比を計算し、ビン毎の大きさの
比にメジアンフィルタを提供し、１つの帯域内に完全に含まれるビンの全部について利得
を平均化することにより帯域毎の利得値を計算し、全ての帯域毎利得の平均を取ることに
より広帯域利得を計算し、帯域毎利得から広帯域利得を減算し、狭い部屋のＸ曲線（２ｋ
Ｈｚより上の－２ｄＢ／オクターブ）を適用することにより、行うことができる。ブロッ
ク１２０８で利得値が決定されると、処理は、ブロック１２１０で、最小遅延を他者から
減算することにより、システム内の少なくとも１つのドライバが常にゼロ追加遅延を有す
るように、最終遅延値を決定する。
【００７２】
　複数のマイクロフォンを用いる自動較正の例では、遅延、等化、及び利得は、複数の全
方向性測定マイクロフォンを用いてシステムにより自動的に計算される。処理は、単一の
マイクロフォン技術と実質的に同じであり、マイクロフォンの各々について繰り返され、
結果が平均化されることを受け入れる。
【００７３】
　＜代替アプリケーション＞
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　聴取環境又は劇場全体に適応型オーディオシステムを実装する代わりに、テレビジョン
、コンピュータ、ゲーム端末、又は類似の装置のような、より局所的なアプリケーション
内で適応型オーディオシステムの態様を実装することも可能である。この例は、事実上、
閲覧スクリーン又はモニタ表面に対応する平坦な面内に配列されるスピーカに依る。図１
３は、例示的なテレビジョン及びサウンドバー使用例における適応型オーディオシステム
の使用を示す。概して、テレビジョン使用例は、空間分解能の点で制限され得る（つまり
、サラウンド又はバックスピーカを有しない）、削減される場合の多い機器（ＴＶ、スピ
ーカ、サウンドバースピーカ、等）品質及びスピーカ位置／構成に基づく没入型オーディ
オ経験を生成することの挑戦を提供する。図１３のシステム１３００は、標準的なテレビ
ジョンの左及び右位置（ＴＶ－Ｌ及びＴＶ－Ｒ）並びに左及び右アップワードファイアリ
ングドライバ（ＴＶ－ＬＨ及びＴＶ－ＲＨ）にあるスピーカを有する。テレビジョン１３
０２は、サウンドバー１３０４又はある種のハイトアレイのスピーカも有しても良い。通
常、テレビジョンスピーカのサイズ及び品質は、単独の又はホームシアタースピーカと比
べて、コスト制約及び設計選択により削減される。しかしながら、動的仮想化の使用は、
これらの欠点を克服するのを助ける。図１３で、動的仮想化効果は、ＴＶ－Ｌ及びＴＶ－
Ｒスピーカについて示される。したがって、特定の聴取環境１３０８内にいる人々は、水
平面内で個々にレンダリングされる適切なオーディオオブジェクトに関連する水平要素を
聞くだろう。さらに、適切なオーディオオブジェクトに関連するハイト要素は、ＬＨ及び
ＲＨドライバにより送信される反射オーディオを通じて正しくレンダリングされる。テレ
ビジョンＬ及びＲスピーカにおけるステレオ仮想化の使用は、可能な没入型動的スピーカ
仮想化ユーザ経験が適応型オーディオコンテンツにより提供されるオブジェクト空間情報
に基づくスピーカ仮想化アルゴリズムパラメータの動的制御を通じて可能であるＬ及びＲ
ホームシアタースピーカと同様である。この動的仮想化は、聴取環境の側面に沿って移動
するオブジェクトの知覚を生成するために用いられても良い。
【００７４】
　テレビジョン環境は、サウンドバー１３０４内に示すようなＨＲＣスピーカも有しても
良い。このようなＨＲＣスピーカは、ＨＲＣアレイを通じてパニングを可能にするステア
リング可能なユニットであっても良い。スクリーン上のビデオオブジェクトの動きに適合
するアレイを通じたオーディオオブジェクトの離散的パンを可能にする個々にアドレス可
能なスピーカを有するフロントファイアリング中央チャネルアレイを有することにより、
（特により大きなスクリーンで）有利である。このスピーカは、サイドファイアリングス
ピーカを有するとして示される。これらは、スピーカがサウンドバーとして用いられる場
合に起動され使用され得る。したがって、サイドファイアリングドライバは、サラウンド
又はバックスピーカの欠如によるより多くの没入を提供する。動的仮想化の概念は、ＨＥ
Ｃ／サウンドバースピーカについて示される。動的仮想化は、フロントファイアリングス
ピーカアレイの最遠側面にあるＬ及びＲスピーカについて示される。再び、これは、聴取
環境の側面に沿って移動するオブジェクトの知覚を生成するために用いられても良い。こ
の変更された中央スピーカは、より多くのスピーカを有し、別個に制御される音ゾーンを
有するステアリング可能なサウンドビームを実装し得る。図１３の例示的実装にも示され
るように、ＮＦＥスピーカ１３０６は主聴取位置１３０８の前に置かれる。ＮＦＥスピー
カの包含は、聴取環境の前から離れリスナに近付くよう音を移動することにより、適応型
オーディオシステムにより提供される更なる没入を提供し得る。
【００７５】
　ヘッドフォンレンダリングに対して、適応型オーディオシステムは、ＨＲＴＦを空間位
置に適合することによりクリエイタの元の意図を維持する。オーディオがヘッドフォンに
より再現されるとき、バイノーラル空間仮想化は、頭部伝達関数（Head　Related　Trans
fer　Function：ＨＲＴＦ）の適用により達成できる。ＨＲＴＦは、オーディオを処理し
、標準的なステレオヘッドフォンを介してではなく三次元空間で再生されているオーディ
オの知覚を生成する知覚キューを追加する。空間再現の精度は、レンダリングされている
オーディオチャネル又はオブジェクトの空間位置を含む幾つかの要因に基づき変化し得る
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適切なＨＲＴＦの選択に依存する。適応型オーディオシステムにより提供される空間情報
の使用は、再現経験を大幅に向上するために３Ｄ空間を表現する１つの又は連続的に変化
する数のＨＲＴＦの選択をもたらし得る。
【００７６】
　システムは、誘導三次元バイノーラルレンダリング及び仮想化を追加するのも助ける。
空間レンダリングと同様に、新しい変更されたスピーカ種類及び位置を用いると、三次元
ＨＲＴＦの使用を通じて、水平面及び垂直軸の両方から来るオーディオの音をシミュレー
トするためのキューを生成することが可能である。チャネル及び固定スピーカ位置情報レ
ンダリングのみを提供する前のオーディオフォーマットは、更に限定されている。適応型
オーディオフォーマット情報により、バイノーラル三次元レンダリングヘッドフォンシス
テムは、オーディオのどの要素が水平及び垂直面の両方でレンダリングするのに適切かを
指示するために用いることができる詳細且つ有用な情報を有する。特定のコンテンツは、
より大きな包み込みの感覚を提供するために、頭上スピーカの使用に頼っても良い。これ
らのオーディオオブジェクト及び情報は、ヘッドフォンを使用するときリスナの頭上にあ
ると知覚されるバイノーラルレンダリングのために用いることができる。図１４は、一実
施形態における、適応型オーディオシステムで使用する３次元バイノーラルヘッドフォン
仮想化経験の簡略表現を示す。図１４に示すように、適応型オーディオシステムからのオ
ーディオを再現するために使用されるヘッドフォンセット１４０２は、標準的なｘ、ｙ平
面内の並びにｚ平面内のオーディオ信号１４０４を有する。したがって、特定のオーディ
オオブジェクト又は音に関連するハイトは、それらがｘ、ｙ起源の音の上又は下から出て
いるかのうように再生される。
【００７７】
　＜メタデータ定義＞
　一実施形態では、適応型オーディオシステムは、元の空間オーディオフォーマットから
メタデータを生成するコンポーネントを有する。システム３００の方法及びコンポーネン
トは、従来のチャネルに基づくオーディオ要素及びオーディオオブジェクト符号化要素の
両方を含む１又は複数のビットストリームを処理するよう構成されるオーディオレンダリ
ングシステムを有する。オーディオオブジェクト符号化要素を含む新しい拡張層が定めら
れ、チャネルに基づくオーディオコーデックビットストリーム又はオーディオオブジェク
トビットストリームのうちの１つに追加される。このアプローチは、既存のスピーカ及び
ドライバ設計又は個々にアドレス可能なドライバ及びドライバ定義を利用する次世代スピ
ーカと一緒に使用するために、拡張層を含むビットストリームがレンダラにより処理でき
るようにする。空間オーディオプロセッサからの空間オーディオコンテンツは、オーディ
オオブジェクト、チャネル、及び位置メタデータを有する。オブジェクトは、レンダリン
グされるとき、位置メタデータ及び再生スピーカの位置に従って１又は複数のスピーカを
割り当てられる。追加メタデータは、再生位置を変更するために、或いは再生のために使
用されるべきスピーカを限定するために、オブジェクトに関連付けられても良い。メタデ
ータは、空間パラメータ（例えば、位置、速度、強度、音質、等）を制御し並びに聴取環
境内のどのドライバ若しくはスピーカが公開中に個々の音を再生するかを指定するレンダ
リングキューを提供するための技師のミキシング入力に応答して、オーディオワークステ
ーション内で生成される。メタデータは、空間オーディオプロセッサによるパッケージン
グ及び転送のためにワークステーションにおいて個々のオーディオデータに関連付けられ
る。
【００７８】
　図１５は、一実施形態における、聴取環境のための適応型オーディオシステムで使用す
る特定のメタデータ定義を示すテーブルである。テーブル１５００に示す用に、メタデー
タ定義は、オーディオコンテンツ種類、ドライバ定義（数、特性、位置、発射角）、アク
ティブステアリング／チューニングのための制御信号、及び部屋及びスピーカ情報を含む
較正情報、を有する。
【００７９】
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　＜特徴及び能力＞
　上述のように、適応型オーディオエコシステムは、コンテンツクリエイタがミックスの
空間的意図（位置、大きさ、速度、等）をメタデータによりビットストリーム内に埋め込
むことを可能にする。これは、オーディオの空間的再現における驚くべき量の柔軟性を可
能にする。空間レンダリングの観点から、適応型オーディオフォーマットは、オーサリン
グシステムと同一でない再生システムのジオメトリにより引き起こされる空間的歪みを回
避するために、コンテンツクリエイタが聴取環境内のスピーカの正確な位置にミックスを
適応できるようにする。スピーカチャネルのオーディオのみが送信される現在のオーディ
オ再現システムでは、固定スピーカ位置以外の聴取環境内の位置について、コンテンツク
リエイタの意図は不明である。現在のチャネル／スピーカの枠組みでは、分かっている情
報は、特定のオーディオチャネルが聴取環境内の所定の位置を有する特定のスピーカへ送
信されるべきであることのみである。適応型オーディオシステムでは、生成及び分配パイ
プラインを通じて伝達されるメタデータを用いて、再現システムは、コンテンツクリエイ
タの元の意図に合致するようにコンテンツを再現するためにこの情報を使用できる。例え
ば、異なるオーディオオブジェクトについて、スピーカ間の関係が分かっている。オーデ
ィオオブジェクトの空間位置を提供することにより、コンテンツクリエイタの意図が分か
り、これは、スピーカの位置を含むスピーカ構成にマッピングできる。動的レンダリング
オーディオレンダリングシステムにより、このレンダリングは、追加スピーカを追加する
ことにより更新され向上できる。
【００８０】
　システムは、誘導三次元バイノーラルレンダリングを追加するのも可能にする。新しい
スピーカ設計及び構成の使用を通じて、一層の没入型オーディオレンダリング経験を生成
する多くの試みがなされている。これらは、バイポール及びダイポールスピーカ、サイド
ファイアリング、リアファイアリング及びアップワードファイアリングドライバの使用を
含む。前のチャネル及び固定スピーカ位置システムでは、オーディオのどの要素がこれら
の変更されたスピーカへ送信されるべきかの決定は、比較的困難である。適応型オーディ
オフォーマットを用いると、レンダリングシステムは、オーディオのどの要素が新しいス
ピーカ構成へ送信されるのに適するかの詳細且つ有用な情報を有する。つまり、システム
は、どのオーディオ信号がフロントファイアリングドライバへ送信されるべきか、及びど
れがアップワードファイアリングドライバへ送信されるべきかについての制御を可能にす
る。例えば、適応型オーディオ映画コンテンツは、一層大きな包み込みの感覚を提供する
ために、頭上スピーカの使用に大いに依存する。これらのオーディオオブジェクト及び情
報は、同様の効果を生成するよう聴取環境内の反射オーディオを提供するために、アップ
ワードファイアリングドライバへ送信されても良い。
【００８１】
　システムは、再現システムの正確なハードウェア構成にミックスを適応するのも可能に
する。テレビジョン、ホームシアター、サウンドバー、ポータブル音楽プレイヤドック、
等のような、レンダリン機器における多くの異なる可能なスピーカ種類及び構成が存在す
る。これらのシステムがチャネル固有オーディオ情報（つまり、左及び右チャネル、又は
標準的な多チャネルオーディオ）を送信するとき、システムは、レンダリング機器の能力
に適切に適合するためにオーディオを処理しなければならない。標準的な例は、標準的な
ステレオ（左、右）オーディオが２以上のスピーカを有するサウンドバーへ送信されると
きである。スピーカチャネルのオーディオのみが送信される現在のオーディオシステムで
は、コンテンツクリエイタの意図は不明であり、場合によっては拡張機器により可能にな
る一層の没入型オーディオ経験は、ハードウェアでの再現のためにオーディオをどのよう
に変更するかを推測するアルゴリズムにより生成されなければならない。これの一例は、
チャネルに基づくオーディオを元のチャネルフィード数より多いスピーカに「アップミッ
クス」するためにＰＬＩＩ、ＰＬＩＩ－ｚ、又は次世代サラウンドを使用することである
。適応型オーディオシステムでは、生成及び分配パイプライン全体を通して伝達されるメ
タデータを用いて、再現システムは、コンテンツクリエイタの元の意図により厳密に合致
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するようにコンテンツを再現するためにこの情報を使用できる。例えば、幾つかのサウン
ドバーは、包み込みの感覚を生成するためにサイドファイアリングスピーカを有する。適
応型オーディオでは、空間情報及びコンテンツ種類情報（つまり、会話、音楽、環境効果
、等）は、適切なオーディオのみをこれらのサイドファイアリングスピーカへ送信するよ
うＴＶ又はＡ／Ｖ受信機のようなレンダリングシステムにより制御されるとき、サウンド
バーにより使用できる。
【００８２】
　適応型オーディオにより伝達される空間情報は、スピーカの存在の位置及び種類を意識
したコンテンツの動的レンダリングを可能にする。さらに、１又は複数のリスナのオーデ
ィオ再現機器に対する関係についての情報は、いまや潜在的に利用可能であり、レンダリ
ングで使用できる。殆どのゲーム端末は、聴取環境内の人の位置及び同一性を決定できる
カメラ付属物及び知的画像処理を有する。この情報は、リスナの位置に基づきコンテンツ
クリエイタの創造的意図を一層正確に伝達するようレンダリングを変更するために、適応
型オーディオシステムにより使用されても良い。例えば、殆ど全ての場合に、再生のため
にレンダリングされるオーディオは、多くの場合各スピーカから等距離であり且つコンテ
ンツ作成中にサウンドミキサが居たのと同じ位置である理想的な「スイートスポット」に
リスナが位置すると想定する。しかしながら、多くの場合、人々がこの理想的な位置に存
在せず、彼らの経験はミキサの創造的意図に合致しない。標準的な例は、リスナが椅子又
はソファの上で聴取環境の左側に座っているときである。この例では、左にあるより近い
スピーカから再現されている音は、より大きく、オーディオミックスの空間的知覚が左に
歪んで知覚されるだろう。リスナの位置を理解することにより、システムは、オーディオ
ミックスのバランスを取り戻し知覚的に正しくするために、左スピーカで音レベルを下げ
且つ右スピーカで音レベルを上げるよう、オーディオのレンダリングを調整し得る。スイ
ートスポットからリスナまでの距離を補償するためにオーディオを遅延することも可能で
ある。リスナ位置は、カメラ、又はリスナ位置をレンダリングシステムにシグナリングす
る組み込み式シグナリングを有する特定の変更されたリモートコントロールの使用を通じ
て検出される。
【００８３】
　標準的なスピーカ及びスピーカ位置の使用に加えて、聴取位置をアドレスするために、
リスナ位置及びコンテンツに依存して変化する音場「ゾーン」を生成するようビームステ
アリング技術を用いることも可能である。オーディオビームフォーミングは、スピーカの
アレイ（通常、８乃至１６個の水平方向に間隔をあけられたスピーカ）を用い、及びステ
アリングサウンドビームを生成するために位相操作及び処理を用いる。ビームフォーミン
グスピーカアレイは、選択的処理により特定の音又はオブジェクトを特定の空間位置へ向
けるために使用できる、オーディオが主として可聴であるオーディオゾーンの生成を可能
にする。明らかな使用例は、会話増強後処理アルゴリズムを用いてサウンドトラック内の
会話を処理し、そのオーディオオブジェクトを聴覚障害ユーザに直接向けることである。
【００８４】
　＜行列符号化及び空間アップミキシング＞
　幾つかの例では、オーディオオブジェクトは、適応型オーディオコンテンツの所望の成
分であっても良い。しかしながら、帯域幅の制限に基づき、チャネル／スピーカオーディ
オ及びオーディオオブジェクトの両方を送信できなくても良い。過去に、行列符号化は、
所与の分配システムで可能なより多くのオーディオ情報を伝達するために使用されてきた
。例えば、これは、多チャネルオーディオがサウンドミキサにより生成されたがフィルム
フォーマットはステレオオーディオを提供するだけだった映画の初期における場合である
。行列符号化は、多チャネルオーディオを２つのステレオチャネルに知的にダウンミック
スするために使用された。これは、次に、ステレオオーディオから多チャネルミックスの
厳密な近似を再生成するために特定のアルゴリズムにより処理された。同様に、オーディ
オオブジェクトを基本スピーカチャネルに知的にダウンミックスすること、並びに適応型
オーディオメタデータ及び高機能な時間及び周波数に敏感な次世代サラウンドアルゴリズ
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ムを通じて、オブジェクトを抽出しそれらを適応型オーディオレンダリングシステムで正
しく空間的にレンダリングすることが可能である。
【００８５】
　さらに、オーディオのための送信システム（例えば３Ｇ及び４Ｇ無線アプリケーション
）の帯域幅制限があるとき、個々のオーディオオブジェクトと一緒に行列符号化された空
間的に多様性のある多チャネルベッドを送信することから利益を得る。このような送信方
法の１つの使用例は、２つの異なるオーディオベッド及び複数のオーディオオブジェクト
を有するスポーツ放送の送信である。オーディオベッドは、２つの異なるチームの屋外観
覧席部分でキャプチャされた多チャネルオーディオを表し得る。オーディオオブジェクト
は、一方の又は他方のチームに共感する異なるアナウンサーを表し得る。標準的な符号化
を用い、２以上のオブジェクトと一緒の各ベッドの５．１表現は、送信システムの帯域制
限を超過し得る。この例では、５．１ベッドの各々がステレオ信号に行列符号化された場
合、元々５．１チャネルとしてキャプチャされた２つのベッドは、５．１＋５．１＋２又
は１２．１チャネルの代わりに、オーディオの４個のチャネルのみとして、２チャネルベ
ッド１、２チャネルベッド２、オブジェクト１、及びオブジェクト２として送信され得る
。
【００８６】
　＜位置及びコンテンツ依存処理＞
　適応型オーディオエコシステムは、コンテンツクリエイタが、個々のオーディオオブジ
ェクト生成し、再現システムへ伝達できるコンテンツに関する情報を追加することを可能
にする。これは、再現の前にオーディオの処理において多くの柔軟性を可能にする。処理
は、オブジェクト位置及び大きさに基づき、スピーカ仮想化の動的制御を通じて、オブジ
ェクトの位置及び種類に適応され得る。スピーカ仮想化は、仮想スタイラスがリスナに知
覚されるように、オーディオを処理する方法を表す。この方法は、多くの場合、ソースオ
ーディオがサラウンドスピーカチャネルフィードを有する多チャネルオーディオであると
き、ステレオスピーカ再現のために用いられる。仮想スピーカ処理は、サラウンドスピー
カチャネルオーディオを変更して、ステレオスピーカで再生されるとき、サラウンドオー
ディオ要素がリスナの横及び後ろに仮想化され、まるでそこに仮想スピーカが配置されて
いるかのようにする。現在、サラウンドスピーカの意図される位置が固定されているので
、仮想スピーカ位置の位置属性は静的である。しかしながら、適応型オーディオコンテン
ツでは、異なるオーディオオブジェクトの空間位置は、動的であり異なる（つまり、各オ
ブジェクトに対してユニークである）。仮想スピーカ仮想化のような後処理は、各オブジ
ェクトのスピーカ位置角度のようなパラメータを動的に制御し、次に幾つかの仮想化オブ
ジェクトのレンダリングされた出力を結合してサウンドミキサの意図をより厳密に表現す
るより一層の没入型オーディオ経験を生成することにより、より一層情報に基づく方法で
制御できる。
【００８７】
　オーディオオブジェクトの標準的な水平方向の仮想化に加えて、固定チャネル及び動的
オブジェクトオーディオを処理し及びノーマル、水平面、位置にあるステレオスピーカの
標準的な対からオーディオのハイト再現の知覚を得る知覚ハイトキューを用いることが可
能である。
【００８８】
　特定の効果又は拡張処理は、適切な種類のオーディオコンテンツに慎重に適用できる。
【００８９】
　例えば、会話増強は、会話オブジェクトのみに適用されても良い。
　会話増強は、会話の可聴性及び／又は明瞭度が増大され及び／又は向上されるような、
会話を含むオーディオを処理する方法を表す。多くの例では、会話に適用されるオーディ
オ処理は、非会話オーディオコンテンツ（つまり、音楽、環境効果、等）には不適切であ
り、好ましくない可聴アーティファクトを生じ得る。適応型オーディオにより、オーディ
オオブジェクトは、コンテンツ片の中に会話のみを含み、相応してラベル付けできる。し
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たがって、レンダリングソリューションは、会話コンテンツにのみ会話増強を選択的に適
用し得る。さらに、オーディオオブジェクトが会話のみである場合（及び会話と多のコン
テンツとの混合ではない、よくある場合）、会話増強処理は、もっぱら会話を処理できる
（それにより、任意の多のコンテンツに対して実行される任意の処理を制限する）。
【００９０】
　同様に、オーディオ応答又は等化管理も、特定のオーディオ特性に合わせることができ
る。例えば、特定のオブジェクトを対象とするそれらの種類に基づく低音管理（フィルタ
リング、減衰、利得）である。低音管理は、特定のコンテンツ片の中の低音（又は低い）
周波数のみを選択的に分離し処理することを表す。現在のオーディオシステム及び分配機
構では、これは、全てのオーディオに適用される「ブラインド」処理である。適応型オー
ディオでは、低音管理が適切である特定のオーディオオブジェクトは、適切に適用される
レンダリング処理及びメタデータにより識別される。
【００９１】
　適応型オーディオシステムは、オブジェクトに基づくダイナミックレンジ圧縮も実現す
る。伝統的なオーディオトラックは、コンテンツ自体と同じ期間を有する。一方、オーデ
ィオオブジェクトは、コンテンツの中の限られた時間量の間、生じ得る。オブジェクトに
関連付けられたメタデータは、その平均及びピーク信号振幅並びにその（特に、遷移素材
の）開始若しくは立ち上がり時間に関するレベル関連情報を有しても良い。この情報は、
コンプレッサがその圧縮及び時間制約（立ち上がり、リリース、等）をコンテンツに良好
に適合するよう良好に適応することを可能にし得る。
【００９２】
　システムは、自動ラウドスピーカ－部屋等化を実現する。ラウドスピーカ及び聴取環境
音響は、可聴彩色（coloration）を音に導入し、それにより再現される音の音質に影響を
与えるのに重要な役割を果たす。さらに、音響は、聴取環境反射及びラウドスピーカ指向
性変動により、並びにこの変動により知覚される音質が異なる聴取位置で有意に変化する
ために、位置に依存する。システム内に設けられるAutoEQ（automatic　room　equalizat
ion）機能は、自動ラウドスピーカ－部屋スペクトル測定及び等化、自動時間遅延補償（
適正な画像及び場合によっては相対的スピーカ位置検出に基づく最小二乗を提供する）、
及びレベル設定、ラウドスピーカ上部空間能力に基づく低音リダイレクト、並びにサブウ
ーファーを有する主要ラウドスピーカの最適な継ぎ合わせを通じて、これらの問題の幾つ
かを軽減するのを助ける。ホームシアター又は他の聴取環境では、適応型オーディオシス
テムは次のような特定の追加機能を有する。（１）再生部屋－音響に基づく自動目標曲線
計算（これは、家庭聴取環境における等化についての研究の公の問題である）、（２）時
間－周波数分析を用いたモーダル減少制御の影響、（３）包み込み／広大さ／ソース幅／
明瞭度を支配する測定から導出されるパラメータの理解、並びに最良の可能な聴取経験を
提供するためのこれらの制御、（４）フロント及び「他の」ラウドスピーカの間の音質を
整合するためのヘッドモデルを組み込む指向性フィルタリング、及び（５）リスナに対す
る離散的セットアップにおけるラウドスピーカの空間的位置の検出、及び空間再マッピン
グ、である。ラウドスピーカ間の音質の不整合は、基本的に、フロント－アンカラウドス
ピーカ（例えば、センタ）とサラウンド／バック／ワイド／ハイトラウドスピーカとの間
でパンされる特定のコンテンツについて明らかになる。
【００９３】
　概して、適応型オーディオシステムは、幾つかのオーディオ要素の再現される空間位置
がスクリーン上の画像要素に合致する場合、特に家庭環境における大きなスクリーンサイ
ズで、感動的なオーディオ／ビデオ再現経験を可能にする。一例は、映画又はテレビ番組
中の会話を、スクリーン上で話している人又はキャラクタと空間的に一致させることであ
る。通常のスピーカチャネルに基づくオーディオでは、スクリーン上の人又はキャラクタ
の位置と一致するよう、会話が空間的に位置付けられるべき場所を決定する容易な方法が
存在しない。適応型オーディオシステムで利用可能なオーディオ情報により、この種のオ
ーディオ／ビジュアル位置合わせは、従来より大きなサイズのスクリーンを特色とするホ
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ームシアターシステムにおいても、容易に達成され得る。視覚位置及びオーディオ空間位
置合わせは、車、トラック、アニメーション、等のような非キャラクタ／会話オブジェク
トにも使用され得る。
【００９４】
　適応型オーディオエコシステムは、コンテンツクリエイタが、個々のオーディオオブジ
ェクト生成し、再現システムへ伝達できるコンテンツに関する情報を追加することを可能
にすることにより、拡張コンテンツ管理も可能にする。これは、オーディオのコンテンツ
管理における驚くべき量の柔軟性を可能にする。コンテンツ管理の観点から、適応型オー
ディオは、コンテンツファイルサイズを縮小する及び／又はダウンロード時間を削減する
ために会話オブジェクトを置換するだけで、オーディオコンテンツの言語を変更するよう
な様々なことを可能にする。フィルム、テレビジョン、及び他の娯楽プログラムは、通常
、国際的に分配される。これは、コンテンツ片の中の言語が、コンテンツが再現される場
所に依存して変化されることを要求する（フランスで見られるフィルムではフランス語、
ドイツで見られるＴＶ番組ではドイツ語、等）。今日、これは、多くの場合、各言語毎に
、完全に独立なオーディオサウンドトラックが生成され、パッケージされ、分配されるこ
とを必要とする。適応型オーディオシステム及びオーディオオブジェクト特有のコンセプ
トにより、コンテンツ片の会話は、独立なオーディオオブジェクトであり得る。これは、
音楽、効果、等のようなオーディオサウンドトラックの他の要素を更新又は変更すること
なく、コンテンツの言語を容易に変更できるようにする。これは、外国言語にのみ適用さ
れるのではなく、特定の聴衆にとって不適切な言語、目標広告、等にも適用される。
【００９５】
　本願明細書に記載のオーディオ環境の態様は、適切なスピーカ及び再生装置を通じたオ
ーディオ又はオーディオ／ビジュアルコンテンツの再生を表し、映画館、コンサートホー
ル、屋外劇場、家庭又は部屋、視聴室、車、ゲーム端末、ヘッドフォン若しくはヘッドセ
ットシステム、場内放送（public　address：ＰＡ）システム、又は任意の他の再生環境
のような、リスナがキャプチャされたコンテンツの再生を経験する任意の環境を表しても
良い。実施形態は、主に、空間オーディオコンテンツがテレビジョンコンテンツに関連付
けられるホームシアター環境での例及び実装に関して記載されたが、実施形態は他のシス
テムでも実装され得ることに留意すべきである。オブジェクトに基づくオーディオ及びチ
ャネルに基づくオーディオを有する空間オーディオコンテンツは、任意の関連するコンテ
ンツ（関連するオーディオ、ビデオ、グラフィック、等）と関連して用いられても良く、
或いは、スタンドアロンオーディオコンテンツを構成しても良い。再生環境は、ヘッドフ
ォン又は近距離モニタから狭い若しくは広い部屋、車、野外アリーナ、コンサートホール
、等まで、任意の適切な聴取環境であっても良い。
【００９６】
　本願明細書に記載のシステムの態様は、デジタル又はデジタル化されたオーディオファ
イルを処理する適切なコンピュータに基づくサウンド処理ネットワーク環境で実装されて
も良い。適応型オーディオシステムの部分は、コンピュータ間で送信されるデータのバッ
ファリング及びルーティングを供する１又は複数のルータ（図示しない）を含む任意の所
望の数の個々の機械を有する１又は複数のネットワークを有しても良い。このようなネッ
トワークは、種々の異なるネットワークプロトコルに基づき構築されても良く、インター
ネット、ＷＡＮ（Wide　Area　Network）、ＬＡＮ（Local　Area　Network）又はそれら
の任意の組合せであっても良い。ネットワークがインターネットを有する一実施形態では
、１又は複数の機械は、ウェブブラウザプログラムを通じてインターネットにアクセスす
るよう構成されても良い。
【００９７】
　コンポーネント、プロセス、又は他の機能的コンポーネントのうちの１又は複数は、シ
ステムのプロセッサに基づくコンピューティング装置の実行を制御するコンピュータプロ
グラムを通じて実装されても良い。理解されるべきことに、本願明細書に記載の種々の機
能は、ハードウェア、ファームウェアの任意の数の組合せを用いて、及び／又は種々の機
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械可読若しくはコンピュータ可読媒体に具現化されるデータ及び／又は命令として、それ
らの動作、レジスタ転送、ロジックコンポーネント、及び／又は他の特性の観点で記載さ
れ得る。このようなフォーマット化されたデータ及び／又は命令が具現化され得るコンピ
ュータ可読媒体は、光、磁気又は半導体記憶媒体のような種々の形式の物理（非一時的）
不揮発性記憶媒体を含むが、これらに限定されない。
【００９８】
　文脈上特に断らない限り、説明及び請求の範囲を通じて、語「有する（comprise、comp
rising）」等は、包含的意味であると見なされるべきであり、排他的若しくは網羅的意味
ではなく、つまり「を含むが、限定されない」の意味である。単数又は複数の数を用いる
語は、複数又は単数の数をそれぞれ含み得る。さらに、語「本願明細書で（herein）」、
「以下では（hereunder）」、「上述の（above）」、「以下の（below）」、及び同様の
意味の語は、本願を全体として表し、本願の任意の特定の部分を表すものではない。語「
又は、若しくは（or）」が２以上の項目のリストを参照するのに用いられるとき、その語
は、語の次の解釈のうちの全部を含む。リスト内の項目のうちの任意のもの、リスト内の
項目のうちの全部、リスト内の項目の任意の組合せ。
【００９９】
　１又は複数の実装が例として及び特定の実施形態の観点から記載されたが、１まｔの実
装は開示の実施形態に限定されないことが理解されるべきである。むしろ、当業者に明ら
かなように種々の変更及び同様の配置を包含することを意図する。したがって、添付の請
求項の範囲は、このような変更及び同様の配置の全ての包含するよう広義に解釈すること
がふさわしい。
【０１００】
　［関連出願の参照］
　本願は、米国仮特許出願番号６１／６９５，８９３、出願日２０１２年８月３１日の優
先権の利益を主張する。該米国仮特許出願は参照されることにより本願明細書に組み込ま
れる。
【０１０１】
　［関連出願］
　本願明細書で言及される公報、特許、及び／又は特許出願は、参照により、各々個々の
公報及び／又は特許出願が具体的に及び個々に参照により組み込まれるべきであると示さ
れるように、それらの全体が本願明細書に組み込まれる。
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