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(57)【要約】
　マイクが、微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）回路及
び集積回路を含む。ＭＥＭＳ回路は、音声信号を電気信
号に変換するように構成され、集積回路は、ＭＥＭＳ回
路に結合され、電気信号を受け取るように構成される。
集積回路及びＭＥＭＳ回路は、外部ホストからクロック
信号を受け取る。このクロック信号は、ＭＥＭＳ回路及
び集積回路を、第１の期間中には全システム動作モード
で動作させ、第２の期間中には音声活動動作モードで動
作させる効果がある。音声活動モードは第１の消費電力
を有し、全システム動作モードは第２の消費電力を有す
る。第１の消費電力は、第２の消費電力よりも低い。集
積回路は、音声活動の検出時に割り込みを生成し、この
割り込みをホストに送信するように構成される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声信号を電気信号に変換するように構成された微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）回
路と、
　前記ＭＥＭＳ回路に結合され、前記電気信号を受け取るように構成された集積回路と、
を備えたマイクであって、
　前記集積回路及び前記ＭＥＭＳ回路は、該ＭＥＭＳ回路及び該集積回路を、第１の期間
中には全システム動作モードで動作させ、第２の期間中には音声活動動作モードで動作さ
せる効果のあるクロック信号を外部ホストから受け取り、前記音声活動動作モードは第１
の消費電力を有し、前記全システム動作モードは第２の消費電力を有し、前記第１の消費
電力は前記第２の消費電力よりも低く、前記集積回路は、音声活動の検出時に割り込みを
生成し、該割り込みを前記ホストに送信するように構成され、前記マイクは、クロックの
不在時に音声活動検出モードに入る、
ことを特徴とするマイク。
【請求項２】
　前記ホストは、携帯電話機、タブレット又はパーソナルコンピュータ内の回路を含む、
請求項１に記載のマイク。
【請求項３】
　前記集積回路は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）である、
請求項１に記載のマイク。
【請求項４】
　前記音声活動は、キーワード、語句又は文を含む、
請求項１に記載のマイク。
【請求項５】
　前記ＭＥＭＳ回路及び前記集積回路は、第３の期間中にスリープモードで動作する、
請求項１に記載のマイク。
【請求項６】
　遅延バッファをさらに備える、
請求項１に記載のマイク。
【請求項７】
　起動時に、第１の送信線を介してバッファデータが送信されると同時に、第２の別個の
出力線を介してリアルタイムデータが送信される、
請求項１に記載のマイク。
【請求項８】
　モードの切り替え時に、バッファデータがフラッシュ又は廃棄される、
請求項１に記載のマイク。
【請求項９】
　前記マイクは、バッファデータがリアルタイムデータに追い付くようにオーバークロッ
クされる、
請求項１に記載のマイク。
【請求項１０】
　前記マイクが起動して、バッファモード又はリアルタイムモードにおける第２のマイク
のデータ同期を可能にする、
請求項１に記載のマイク。
【請求項１１】
　音声信号を電気信号に変換するシステムであって、
　外部ホストと、
　マイクと、
を備え、前記マイクは、
　　音声信号を電気信号に変換するように構成された微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）
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回路と、
　　前記ＭＥＭＳ回路に結合され、前記電気信号を受け取るように構成された集積回路と
、
　を備え、
　　前記集積回路及び前記ＭＥＭＳ回路は、該ＭＥＭＳ回路及び該集積回路を、第１の期
間中には全システム動作モードで動作させ、第２の期間中には音声活動動作モードで動作
させる効果のあるクロック信号を前記外部ホストから受け取り、前記音声活動動作モード
は第１の消費電力を有し、前記全システム動作モードは第２の消費電力を有し、前記第１
の消費電力は前記第２の消費電力よりも低く、前記集積回路は、音声活動の検出時に割り
込みを生成し、該割り込みを前記ホストに送信するように構成される、
ことを特徴とするシステム。
【請求項１２】
　前記ホストは、携帯電話機、タブレット又はパーソナルコンピュータ内の回路を含む、
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記集積回路は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）である、
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記音声活動は、キーワード、語句又は文を含む、
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記ＭＥＭＳ回路及び前記集積回路は、第３の期間中にスリープモードで動作する、
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１６】
　音声信号を電気信号に変換するように構成された微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）回
路と、該ＭＥＭＳ回路に結合され、前記電気信号を受け取るように構成された集積回路と
を備えたマイクの動作方法であって、
　前記集積回路及び前記ＭＥＭＳ回路において、該ＭＥＭＳ回路及び該集積回路を第１の
時点において全システム動作モードで動作させ、第２の時点において音声活動動作モード
で動作させる効果のあるクロック信号を外部ホストから受け取るステップと、
　第１の期間中に、第１の消費電力を伴う前記音声活動動作モードで動作し、第２の期間
中に、前記第１の消費電力よりも高い第２の消費電力を伴う前記全システム動作モードで
動作するステップと、
　音声活動の検出時に、前記集積回路によって割り込みを生成し、該割り込みを前記ホス
トに送信するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　前記ホストは、携帯電話機、タブレット又はパーソナルコンピュータ内の回路を含む、
請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記集積回路は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）である、
請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記音声活動は、キーワード、語句又は文を含む、
請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ＭＥＭＳ回路及び前記集積回路は、第３の期間中にスリープモードで動作する、
請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
〔関連出願との相互参照〕
　本出願は、２０１３年５月２３日に出願された「ＶＡＤ検出マイク及びその動作方法（
ＶＡＤ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｍｉｃｒｏｐｈｏｎｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｏ
ｐｅｒａｔｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｓａｍｅ）」という名称の米国仮特許出願第６１８２６５８
７号の合衆国法典第３５編第１１９条（ｅ）に基づく利益を主張するものであり、この仮
特許出願の内容はその全体が引用により本明細書に組み入れられる。
【０００２】
　本出願はマイクに関し、具体的には、これらのマイクと共に使用する音声活動検出（Ｖ
ＡＤ）法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　マイクは、スピーカからの音声信号を取得するために使用される。この信号は、取得さ
れるといくつかの異なる方法で処理することができる。最近のマイクは様々な機能を提供
することができ、これらの機能は、様々な異なるアルゴリズムと相互作用してこれらのア
ルゴリズムを利用することができる。
【０００４】
　例えば、モバイルシステムで使用される音声トリガは、顧客が使用したいと望む人気上
昇中の機能である。例えば、ユーザは、モバイル装置にコマンドを発声し、このコマンド
に応答してモバイル装置が反応するようにしたいと望むことができる。これらの場合、デ
ジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）が、マイクによって取り込まれたオーディオ信号内
に音声が存在するかどうかを最初に検出し、その後、この信号を解析して、受け取られた
オーディオ信号内にどのような話し言葉が存在していたかを予測する。様々な音声活動検
出（ＶＡＤ）法が開発され、携帯電話機及びパーソナルコンピュータなどの様々なタイプ
の装置に展開されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これらの方法を使用する際には消費電力が問題になる。消費電力が低ければ低いほど、
スタンバイ時間が長くなる。（特に）最近のスマートフォンでは、電力の使用が重要なパ
ラメータである。残念ながら、現在のマイク動作方法では、多くの電力が無駄に使用され
ている。この結果、ユーザは、これまでの方法及びシステムに不満を抱いている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示をより完全に理解するために、以下の詳細な説明及び添付図面を参照されたい。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の様々な実施形態による、ＶＡＤアルゴリズムを使用する、省電力機能を
含むマイクを備えたシステムのブロック図である。
【図２】本発明の様々な実施形態による、ＶＡＤアルゴリズムを使用する、省電力機能を
含むマイクを備えたシステムの様々な状態のフローチャートである。
【図３】本発明の様々な実施形態による、ＶＡＤアルゴリズムを使用する、省電力機能を
含むマイクのブロック図である。
【図４】本発明の様々な実施形態による、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）のブロック
図である。
【図５】本発明の様々な実施形態による、ホストのブロック図である。
【図６】本発明の様々な実施形態による、ＶＡＤアルゴリズムを使用する、省電力機能を
含むマイクの動作を示すタイミング図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
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　当業者であれば、図中の要素は単純さ及び明確さを目的として示されていると認識する
であろう。動作及び／又はステップの中には、特定の発生順で説明又は図示しているもの
もあるとさらに認識されるであろうが、当業者であれば、このような順序に関する特定性
は実際には不要であると理解するであろう。また、本明細書で使用する用語及び表現は、
本明細書内で別途特定の意味を記載している場合を除き、対応するそれぞれの探求及び研
究分野に関するこのような用語及び表現に従う通常の意味を有することも理解されるであ
ろう。
【０００９】
　本方法は、現行のモバイルシステムの分割方法、マイクの機能、及びマイクの動作モー
ドを変更するものである。この点に関し、音声又はイベント検出ブロックを含むマイクを
提示し、これにより、マイクが割り込み信号を生成してシステムを起動できるようにする
。
【００１０】
　いくつかの態様では、本発明で説明するマイクが５つの外部接続を含む。第１の接続は
電力接続とすることができ、第２の接続は接地接続とすることができる。第３、第４及び
第５の接続は、マイクからホスト装置（例えば、マイクが存在する装置内のホスト回路）
への接続である。より具体的には、第３の接続はデータ接続とすることができ、第４の接
続は（マイクからホストに送られる）割り込みとすることができ、第５の接続は（ホスト
からマイクに送られる）クロック信号とすることができる。
【００１１】
　マイクは、複数の動作モードを有することができ、これらの動作モードはクロック信号
によって制御される。ホストは、マイクからデータ信号及び割り込み信号を受け取る。ホ
ストは、マイクによって生成された割り込み信号によって制御される複数の電力モードを
有する。ホストは、マイクのためのクロック信号を生成し、これによってマイクの動作モ
ードを制御する。一例では、マイクが、クロックの不在時に音声活動検出モードに入る。
【００１２】
　一例では、マイクがＶＡＤ（音声活動検出）動作モードを含む。この動作モードでは、
マイクの消費電力が非常に低く、マイクは、（ホストから）外部的に又はオンチップ発振
器から供給できる比較的低い周波数で動作する。
【００１３】
　このモード中には、最も必要な信号処理しかアクティブにならないため、この動作は、
非常に低い消費電力レベルを可能にする。１つの態様では、（マイクプリアンプ、アナロ
グ・デジタル・コンバータ、電圧レギュレータ、及び微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）
マイクのためのバイアス電圧を供給するチャージポンプなどの）マイクのアナログ信号処
理ブロックが低電力で動作する。このモードでは、これらのブロックが、ＶＡＤ又はイベ
ント検出器が機能するのに必要な帯域幅及び信号対雑音比（ＳＮＲ）を達成するのに十分
な低電力で動作する。例えば、デシメーション後の約８ｋＨｚの動作帯域幅、及び約６０
ｄＢのＳＮＲを実現することができる。
【００１４】
　ＶＡＤ又はイベント検出器は、周知技術を用いて実装することができる。例えば、短期
エネルギー測定対長期エネルギー測定、及びゼロクロッシングなどを用いて音声信号を検
出することができる。
【００１５】
　また、インターフェイス（ホストとマイクの間の接続）は、本明細書で説明する正確な
信号に限定されるものではない。この点に関し、他の信号又は他の信号の組み合わせを使
用することもできる。インターフェイスの物理的実装は、異なることもできる。例えば、
この実装は、単一の物理的双方向線、又は複数の単方向線とすることができる。
【００１６】
　他の態様では、マイクが、遅延バッファをさらに含む。他の例では、起動時に、第１の
送信線を介してバッファデータが送信されると同時に、第２の別個の出力線を介してリア
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ルタイムデータが送信される。さらに他の例では、モードの切り替え時に、バッファデー
タがフラッシュ又は廃棄される。
【００１７】
　さらに他の態様では、バッファデータがリアルタイムデータに追い付くように、マイク
がオーバークロックされる。マイクは、複数マイク音声トリガアプリケーションに使用す
ることもできる。一例では、マイクが起動して、バッファモード又はリアルタイムモード
における第２のマイクのデータ同期を可能にする。
【００１８】
　ここで、図１を参照しながら、ＶＡＤアルゴリズムを有するマイク１０２を使用する、
省電力機能を含むシステム１００について説明する。１つの例では、マイク１０２が、（
ＭＥＭＳダイ、ダイアフラム及び帯電プレートを含む）ＭＥＭＳチップ、及び特定用途向
け集積回路を含むことができる。このシステムは、ホスト１０４も含む。ホスト１０４は
、様々な処理機能を含むことができ、マイク１０２を含む装置（例えば、パーソナルコン
ピュータ、セルラー電話機、携帯電話機又はタブレット）の一部とすることができる。
【００１９】
　マイク１０２には、ＶＤＤ電力信号１１２及び接地信号１１４が結合される。マイク１
０２からホスト１０４へは、割り込み信号１０８及びデータ信号１１０が送信される。ホ
スト１０４からマイク１０２へは、クロック信号１０６が送信される。
【００２０】
　図１のシステム１００の１つの動作例では、マイク１０２が複数の動作モードを有し、
これらの動作モードがクロック信号１０６によって制御される。ホスト１０４は、マイク
１０２からデータ信号１１０及び割り込み信号１０８を受け取る。ホスト１０４は、音声
活動又は特定の音声イベント（例えば、特定の話し言葉）の検出時に、マイク１０２によ
って生成された割り込み信号１０８によって制御される複数の電力モードを有する。ホス
ト１０４は、マイク１０２のためのクロック信号１０６を生成し、これによってマイク１
０２の動作モードを制御する。
【００２１】
　一例では、マイク１０２が、ＶＡＤ（音声活動検出）動作モードを含む。このモードで
は、マイク１０２の消費電力が非常に低く、マイクは、（ホスト１０４によって供給され
るクロック信号１０６から）外部的に又はマイク１０２の内部オンチップ発振器から供給
できる比較的低い周波数で動作する。この結果、割り込みが行われた際に、低電力動作モ
ードを高電力動作モードに変更することができる。認識されるように、システムは、この
割り込みによって低電力動作モード及び高電力動作モードの両方で動作することができる
。
【００２２】
　いくつかの態様では、集積回路及びＭＥＭＳ回路が、外部ホストからクロック信号を受
け取る。このクロック信号は、ＭＥＭＳ回路及び集積回路を、第１の期間中には全システ
ム動作モードで動作させ、第２の期間中には音声活動動作モードで動作させる効果がある
。音声活動モードは、第１の消費電力又はレベルを有し、全システム動作モードは、第２
の消費電力又はレベルを有する。第１の消費電力は、第２の消費電力よりも低い。集積回
路は、音声活動の検出時に割り込みを生成し、この割り込みをホストに送信するように構
成される。マイクは、クロックの不在時には音声活動検出モードに入る。クロック回路は
、他のコンポーネントと同じチップ上に存在することも、又は外部的に存在することもで
きる。
【００２３】
　他の態様では、この方法が、内部クロックを第３の消費電力又はレベルで動作させ、そ
の後に外部データストリーム及びクロックを生成して、システムに第４の消費電力又はレ
ベルで動作するように合図する能力を提供する。第３の電力レベルは第４の電力レベルよ
りも低く、第４の電力レベルは第１の電力レベルよりも低い。
【００２４】
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　さらに他の態様では、外部クロックを検出して、音声活動の検出後に適用することがで
きる。この時、内部クロックは外部クロックに同期される。さらに、同期後には、ＶＡＤ
信号処理も外部クロックに同期される。
【００２５】
　さらに他の態様では、外部クロックが除去されて全体的なシステムパワーが減少した時
に、システムが再び内部クロックに戻り、第１又は第２の電力レベルで省電力を行うこと
ができる。
【００２６】
　別の例では、信号とクロックの組み合わせとして機能するクロックと音響活動検出の内
部的組み合わせから外部信号を生成して、割り込み／起動を行って音声信号を認識するよ
うにホストに合図することができる。一例では、バッファ後の入力信号の帯域幅を、約８
ｋＨｚとすることができる。他の例も可能である。データは、ＰＣＭ又はＰＤＭフォーマ
ットで提供することができる。他のフォーマット例も可能である。
【００２７】
　次に、図２を参照しながら、ＶＡＤアルゴリズムを用いたマイクを使用するシステムの
様々な動作状態のフローチャートについて説明する。図２の方法は、ＶＡＤモード２０２
、（部分的）ホスト起動モード２０４、及び全システム動作モード２０６という３つの動
作モードを有する。
【００２８】
　ＶＡＤモード２０２では、マイクからデータが送信されることはない。ホストは、この
モードではスリープ状態である。１つの態様では、ホストがスリープ状態の時には、マイ
クから生成された割り込み信号に反応する必要がある機能のみが有効になる。このモード
では、ホストが電力を下げるように非常に低いクロックでクロック制御され、不必要な機
能は全て停止する。このモードでは、不必要なブロックが全て停止し、クロック又はデー
タ信号の切り替えも行われないので、このモードは絶対可能最低消費電力を有する。換言
すれば、モード２０２は低電力モードであり、この場合、ＶＡＤは有効であり、ホストか
ら外部クロックは受け取られていない。
【００２９】
　（部分的）ホスト起動モード２０４では、ホストから外部クロックが受け取られる。マ
イクからはデータが送信される。ホストは、キーワード及び／又は音声活動の検出によっ
て部分的に起動する。その後、信頼できるキーワード検出を行うのに十分な高性能レベル
に対応するクロック周波数を有するマイクの外部クロックが有効になる。
【００３０】
　全システム動作モード２０６は、マイクの高電力又は標準動作モードである。
【００３１】
　図２の状態遷移図の１つの動作例では、システムがモード２０２から開始する。ＶＡＤ
アルゴリズムは、ＶＡＤモード２０２から部分的起動／起動モード２０４への遷移をトリ
ガするイベントを検出する。
【００３２】
　モード２０４では、ホストがキーワード／発話を検出し、特定のキーワード、語句又は
文が認識されたと判断する。この判断により、モード２０４から全システム起動２０６へ
の遷移がトリガされる。
【００３３】
　モード２０６では、ホストのキーワード検出／発話認識アルゴリズムが、キーワード、
語句又は文が認識されていないと判断し、これによってＶＡＤモード２０２に戻る遷移が
トリガされる。この点に関し、（図２には示していない）別のモード又は状態により、シ
ステムが部分的起動／起動モード２０４に入るべきか、それともＶＡＤモード２０２に直
接進むべきかが判断される。
【００３４】
　次に、図３を参照しながら、ＶＡＤアルゴリズムを使用する、省電力機能を含むマイク
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３００について説明する。マイク３００は、マイクチップ又はデバイス３０２を含む。マ
イクチップ３０２は、ＭＥＭＳダイ、ダイアフラム及び帯電プレートを含む。システムは
、ＡＳＩＣ３０４も含む。ＡＳＩＣ３０４は、様々な処理機能を含むことができる。ＭＥ
ＭＳチップ３０２は、ＭＥＭＳチップ３０２に給電するためのチャージポンプ信号３１５
をＡＳＩＣ３０４から受け取る。
【００３５】
　ＡＳＩＣ３０４には、ＶＤＤ電力信号３１２及び接地信号３１４が結合される。ＡＳＩ
Ｃ３０４は、ホスト（例えば、図１のホスト１０４）から割り込み信号３０８及びデータ
信号３１０を受け取る。ホストからはクロック信号３０６が送信され、この信号もＡＳＩ
Ｃ３０４によって受け取られる。
【００３６】
　図３のマイク３００の１つの動作例では、マイク３００が複数の動作モードを有し、こ
れらの動作モードがクロック信号３０６によって制御される。ＭＥＭＳチップ３０２は音
声信号を受け取り、この音が電気信号に変換され、データリード線３１１を介してＡＳＩ
Ｃ３０４に送信される。ＡＳＩＣ３０４は、この信号をデータ信号に処理し、データ信号
３１０を送信し、割り込み信号３０８も生成する。ホスト（例えば、図１の１０４）は、
クロック信号３０６を生成し、このクロック信号がマイク３００の動作モードを制御する
。
【００３７】
　一例では、マイク３００が、ＶＡＤ（音声活動検出）動作モードを含む。このモードで
は、マイク３００の消費電力が非常に低く、マイクは、（ホストによって供給されるクロ
ック信号３０６から）外部的に又はマイク３００の内部オンチップ発振器から供給できる
比較的低い周波数で動作する。この結果、割り込みが行われた際に、低電力動作を高電力
動作に変更することができる。システムは、この割り込みによって低電力動作モード及び
高電力動作モードの両方で動作することができる。
【００３８】
　次に、図４を参照しながら、特定用途向け集積回路４００（ＡＳＩＣ）のブロック図に
ついて説明する。ＡＳＩＣ４００は、チャージポンプ（ＣＨＰ）４０２、増幅器４０４、
アナログ・デジタル・コンバータ４０６、音声活動検出器（ＶＡＤ）４０８、（発振器４
１２を含む）制御ブロック４１０、及びスイッチ４１４を含む。
【００３９】
　チャージポンプ（ＣＨＰ）４０２は、ＭＥＭＳ素子（図３のＭＥＭＳチップ３０２）に
帯電させて、静電容量の変化を電圧に変換する。増幅器４０４は、ＭＥＭＳ素子（図３の
ＭＥＭＳチップ３０２）の電気信号をバッファし、その後に利得Ａで信号を増幅する。
【００４０】
　Ａ／Ｄコンバータ４０６は、増幅器４０４からのアナログ信号をデジタル信号に変換す
る。音声活動検出器（ＶＡＤ）４０８は、Ａ／Ｄコンバータ４０６からのデジタル信号を
処理し、音声が検出された場合には割り込み信号４１１を生成する。制御ブロック４１０
は、（ホストから受け取られた）外部クロック信号４１３及びＶＡＤ検出器からの割り込
み信号４１１に応答してＡＳＩＣ４００の内部状態を制御する。スイッチ４１４は、制御
ブロック４１０により、データ４１５を外部ホストに送信できるように制御される。
【００４１】
　Ａ／Ｄコンバータ４０６の出力において、バッファを含めることができる。このバッフ
ァは、オーディオ信号を表すデータをバッファし、ＶＡＤ４０８の遅延（例えば、１つの
範囲例を挙げれば１０ｍｓ～３６０ｍｓであるが、他の範囲も可能）に対応又は近似する
ことができる。Ａ／Ｄコンバータの出力において、バッファサイズ（サンプラーＲＡＭ）
及び電力を下げるためにデシメーションフィルタ段を含めることができ、これによって帯
域幅を制限する。この場合、バッファ出力において補間段も追加しなければならない。こ
の場合、遅延を約２００ｍｓｅｃとすることができる。別の例では、遅延を約３６０ｍｓ
ｅｃとすることができる。他の遅延値の例も可能である。バッファは、ホストを起動する
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ために待ち時間が必要とされるあらゆる認識アルゴリズムを可能にし、十分な背景雑音統
計を収集し、周囲雑音内のキーフレーズを認識するように提供される。
【００４２】
　バッファデータは、割り込み線４１１又はデータ線４１５などの何らかの接続を介して
ホストに送信することができる。データ線４１５を介してデータを送信する場合、サンプ
リングクロックに比べて高いクロックレートでデータを送信することができる。
【００４３】
　また、ＶＡＤ４０８のパラメータ又は設定を変更又は制御することもできる。例えば、
ＶＡＤ４０８のレジスタ及び（消去可能及び消去不能）メモリの読み取り又は書き込み設
定を、例えば様々なレベルの背景雑音を考慮するように変更又は制御することができる。
【００４４】
　ＶＡＤ４０８の機能を拡張又は変更することもできる。例えば、音声又は語句検出を使
用することができる。他の機能を含めることもできる。
【００４５】
　次に、図５を参照しながら、ホスト５００のブロック図について説明する。ホスト５０
０は、インターフェイスブロック５０２、（キーワード検出ブロック５０６、及び単語／
音声認識ブロック５０８を含む）デジタル信号処理（ＤＳＰ）ブロック５０４、（オンチ
ップ発振器５１１によってクロック制御される）制御ブロック５１０、及びメモリ５１２
を含む。
【００４６】
　インターフェイスブロック５０２は、マイク（例えば、図１のマイク１０２）に対する
インターフェイス機能を提供する。インターフェイスブロックは、マイクにクロック信号
５２０を送信し、マイクから割り込み信号５２２及びデータ信号５２４を受け取る。ＤＳ
Ｐブロックは、（キーワードを検出する）キーワード検出ブロック５０６及び（単語又は
音声を検出する）単語／音声認識ブロック５０８を用いてデータ信号を２ステップで処理
する。
【００４７】
　制御ブロック５１０は、マイク（例えば、図１のマイク１０２）、ホスト５００のブロ
ック、並びに（図５には示していない）ホスト及びマイクの外部の他のブロック及び機能
を含むシステム全体の電力状態を制御する。
【００４８】
　メモリ５１２は、システムの状態、データ及びその他の情報を記憶する。オンチップ発
振器５１１は、制御ブロック５１０から制御可能であり、少なくとも２つの電力モードに
対応する少なくとも２つのクロックモードを可能にする。
【００４９】
　次に、図６を参照しながら、ＶＡＤアルゴリズムを使用する、省電力機能を含むマイク
の動作を示すタイミング図について説明する。図６の信号は、システム、特にマイクがど
のように音声／イベント信号に反応して割り込み信号を生成するかを示すものである。こ
のタイミング図には、割り込み信号に続き、ホストがホスト自体のモードを変更した後に
クロック信号の周波数を変更してマイクのモードを変更することにより、どのように割り
込み信号に反応するかを示している。
【００５０】
　信号６０２は、オーディオ信号を示す。オーディオ信号が検出されると、マイクは、信
号６０４によって示す割り込みを生成する。マイクは、信号６０６によって示すデータも
生成する。信号６０８によって理解できるように、ホストは、割り込みに応答して、（マ
イクに送信する）クロック信号を低周波信号から高周波信号に変更する。（信号６１０に
よって示す）別の例では、ホストが、（イベント前の）低電力モードではクロック信号を
送信せず、イベントの検出時に高周波クロック信号のみを開始することもできる。
【００５１】
　本明細書では、発明者らに周知の、発明を実施するための最良の形態を含む本発明の好
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ましい実施形態を説明した。図示の実施形態は例示にすぎず、本発明の範囲を限定するも
のとして解釈すべきではない。
【符号の説明】
【００５２】
２０２　ＶＡＤモード
２０４　部分的ホスト起動
２０６　全システム動作

【図１】 【図２】
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