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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パーソナルオーディオデバイスの少なくとも一部分を実装するための集積回路であって
、
　聞き手への再生のためのソースオーディオ信号と、トランスデューサの音響出力におけ
る周囲のオーディオ音の影響を打ち消すためのアンチノイズ信号との両方を含む出力信号
を、前記トランスデューサに提供するための出力と、
　前記トランスデューサの前記出力と、前記トランスデューサにおける前記周囲のオーデ
ィオ音とを示す誤差マイクロフォン信号を受信するための誤差マイクロフォン入力と、
　前記周囲のオーディオ音を示す参照マイクロフォン信号を受信するための参照マイクロ
フォン入力と、そして
　処理回路と、を備え、
　前記処理回路が、
　　　前記ソースオーディオ信号の電気音響経路をモデル化し、前記ソースオーディオ信
号から二次経路推定を生成する応答を有する、ように構成された二次経路推定フィルタと
、
　　　再生修正誤差を最小化するように前記二次経路推定フィルタの前記応答を適応させ
ることによって、前記ソースオーディオ信号と再生修正誤差とに合わせて前記二次経路推
定フィルタの前記応答を形作る二次経路推定係数制御ブロックであって、前記再生修正誤
差が、前記誤差マイクロフォン信号と前記二次経路推定との差に基づく、二次経路推定係
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数制御ブロックと、
　　　フィードバック経路と、
　　　事象検出および監視制御と、
を実装し、
　前記フィードバック経路が、
　　　前記誤差マイクロフォン信号に基づきフィードバックアンチノイズ信号の少なくと
も一部を生成する応答を有するフィードバックフィルタと、
　　　前記フィードバックフィルタと直列の可変ゲイン要素と、
　　を備え、
　前記事象検出および監視制御が、前記フィードバックフィルタに、前記アンチノイズ信
号において望ましくない成分を生成させる可能性のある周囲のオーディオ事象が起こって
いることを検出し、前記望ましくない成分を低減するように前記可変ゲイン要素のゲイン
を制御するように構成され、
　前記周囲のオーディオ事象が、前記集積回路のノイズ増大における変化であり、さらに
、前記ノイズ増大が、前記再生修正誤差の大きさと、前記参照マイクロフォン信号の大き
さとの差に基づいている、集積回路。
【請求項２】
　前記処理回路が、ある周波数帯域における前記フィードバックフィルタの前記応答を低
減するために、前記フィードバックフィルタと直列に、前記フィードバック経路において
適応ノッチフィルタをさらに実装する、請求項１に記載の集積回路。
【請求項３】
　前記周囲のオーディオ事象が、前記二次経路推定フィルタの前記応答における変化であ
る、請求項１に記載の集積回路。
【請求項４】
　前記可変ゲイン要素の前記ゲインが、前記二次経路推定フィルタの前記応答のゲインが
減少するときに増加され、前記二次経路推定フィルタの前記応答の前記ゲインが増加する
ときに減少されるように、事象検出および監視制御が前記可変ゲイン要素の前記ゲインを
制御する、請求項１に記載の集積回路。
【請求項５】
　前記可変ゲイン要素の前記ゲインが、前記ノイズ増大が減少するときに増加され、前記
ノイズ増大が増加するときに減少されるように、事象検出および監視制御が前記可変ゲイ
ン要素の前記ゲインを制御する、請求項１に記載の集積回路。
【請求項６】
　前記周囲のオーディオ事象が、前記トランスデューサと前記参照マイクロフォンとの間
の結合の改変による、前記参照マイクロフォンを通した正のフィードバックによる信号で
ある、請求項１に記載の集積回路。
【請求項７】
　前記事象検出および監視制御が、正のフィードバックによる前記信号がなくなるまで、
前記可変ゲイン要素の前記ゲインを減衰させる、請求項６に記載の集積回路。
【請求項８】
　前記周囲のオーディオ事象が、前記トランスデューサと前記誤差マイクロフォンとの間
の結合の改変による、前記誤差マイクロフォンを通した正のフィードバックによる信号で
ある、請求項１に記載の集積回路。
【請求項９】
　事象検出および監視制御が、正のフィードバックによる前記信号がなくなるまで、前記
可変ゲイン要素の前記ゲインを減衰させる、請求項８に記載の集積回路。
【請求項１０】
　トランスデューサ付近の周囲のオーディオ音を消去するための方法であって、
　前記トランスデューサの出力と、前記トランスデューサにおける周囲のオーディオ音と
を示す誤差マイクロフォン信号を受信することと、
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　ソースオーディオ信号の電気音響経路をモデル化する二次経路推定フィルタで前記ソー
スオーディオ信号をフィルタ処理することによって、前記ソースオーディオ信号から二次
経路推定を生成することと、
　前記二次経路推定フィルタを、再生修正誤差を最小化するように適応させることであっ
て、前記再生修正誤差が、前記誤差マイクロフォン信号と前記二次経路推定との差に基づ
いている、適応させることと、
　前記周囲のオーディオ音を示す参照マイクロフォン信号を受信することと、
　前記トランスデューサの音響出力における周囲のオーディオ音の影響を打ち消すために
アンチノイズ信号を生成することであって、
　　前記誤差マイクロフォン信号に基づきフィードバックアンチノイズ信号の少なくとも
一部を生成する応答を有するフィードバックフィルタを適用することと、
　　前記フィードバックフィルタと直列に、可変ゲイン要素を適用することと、
を含む、アンチノイズ信号を生成することと、
　前記フィードバックフィルタに、前記アンチノイズ信号において望ましくない成分を生
成させる可能性のある周囲のオーディオ事象が起こっているかモニタし、前記望ましくな
い成分を低減するように、前記可変ゲイン要素のゲインを制御することであって、前記周
囲のオーディオ事象が、集積回路のノイズ増大における変化であり、さらに、前記ノイズ
増大が、前記再生修正誤差の大きさと前記参照マイクロフォン信号の大きさとの差に基づ
いている、ことと、
　前記トランスデューサに提供されるオーディオ信号を生成するために、前記アンチノイ
ズ信号をソースオーディオ信号と組み合わせることと、
を含む、方法。
【請求項１１】
　ある周波数帯域における前記フィードバックフィルタの前記応答を低減するために、前
記フィードバックフィルタと直列に、適応ノッチフィルタを適用することをさらに含む、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記周囲のオーディオ事象が、前記二次経路推定フィルタの応答における変化である、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記二次経路推定フィルタの応答のゲインが減少するときに前記可変ゲイン要素の前記
ゲインを増加させ、前記二次経路推定フィルタの前記応答の前記ゲインが増加するときに
前記可変ゲイン要素の前記ゲインを減少させることをさらに含む、請求項１０に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記可変ゲイン要素の前記ゲインが、前記ノイズ増大が減少するときに増加され、前記
ノイズ増大が増加するときに減少されるように、前記可変ゲイン要素の前記ゲインを制御
することをさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記周囲のオーディオ事象が、前記トランスデューサと前記参照マイクロフォンとの間
の結合の改変による、前記参照マイクロフォンを通した正のフィードバックによる信号で
ある、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　正のフィードバックによる前記信号がなくなるまで、前記可変ゲイン要素の前記ゲイン
を減衰させることをさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記周囲のオーディオ事象が、前記トランスデューサと前記誤差マイクロフォンとの間
の結合の改変による、前記誤差マイクロフォンを通した正のフィードバックによる信号で
ある、請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
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　正のフィードバックによる前記信号がなくなるまで、前記可変ゲイン要素の前記ゲイン
を減衰させることをさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、その全体が参照により本明細書に組み込まれている、２０１４年１２月１９
日に出願された米国特許出願第１４／５７７，５１９号に対する優先権を主張するもので
ある。
【０００２】
　本開示は、概して、音響トランスデューサに関連する適応ノイズ消去に関し、より詳細
には、フィードバックアクテイブノイズ消去の性能および安定性制御に関する。
【背景技術】
【０００３】
　移動／セルラー電話機などの無線電話機、コードレス電話機、およびｍｐ３プレーヤな
どの他の消費者向けオーディオデバイスが、広く使用されている。このようなデバイスの
明瞭度に関する性能は、周囲の音響事象を測定するためにマイクロフォンを使用し、次に
、周囲の音響事象を打ち消すようにデバイスの出力にアンチノイズ信号を挿入するよう信
号処理を使用してノイズ消去を提供することによって改善され得る。
【０００４】
　適応ノイズ消去システムでは、最大のノイズ消去効果が常時ユーザに提供されるように
、システムが完全適応型であるのが望ましい場合が多い。適応ノイズ消去システムは、低
コスト、単純さ、広帯域ノイズ消去、および他の利点により、固定フィードバックコント
ローラを使用することが多い。しかしながら、既存のフィードバックノイズ消去システム
には欠点がある。例えば、フィードバックノイズ消去はソースオーディオ信号の少なくと
も一部分を消去し、そしてそのことはデバイスのオーディオ性能の低下を引き起すことが
ある。妥当なオーディオ性能を維持するために、フィードバックコントローラのゲインが
低減される必要がある場合があり、それによりノイズ消去の性能が妥協される。また、変
化する条件（例えば、ユーザの耳の様々な形、ユーザのヘッドホン装着の様々な方法など
）により、ノイズ消去の強度が、ユーザにより異なる可能性がある。さらに、フィードバ
ックコントローラは、ＡＮＣを利用するデバイスの二次経路が変わる場合、不安定になる
可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本開示の教示によれば、フィードバック適応ノイズ消去への既存の取り組みに関連した
いくつかの欠点および問題が、低減または排除され得る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の実施形態によれば、パーソナルオーディオデバイスの少なくとも一部分を実装
するための集積回路は、出力と、誤差マイクロフォン入力と、処理回路とを含み得る。出
力は、聞き手への再生のためのソースオーディオ信号と、トランスデューサの音響出力内
の周囲のオーディオ音の影響を打ち消すためのアンチノイズ信号との両方を含む出力信号
を、トランスデューサに提供するように構成され得る。誤差マイクロフォン入力は、トラ
ンスデューサの出力と、トランスデューサにおける周囲のオーディオ音とを示す誤差マイ
クロフォン信号を受信するように構成され得る。処理回路は、フィードバック経路、なら
びに事象検出および監視制御を実装し得る。フィードバック経路は、誤差マイクロフォン
信号に基づきフィードバックアンチノイズ信号を生成する応答を有するフィードバックフ
ィルタと、フィードバックフィルタと直列の可変ゲイン要素とを含み得る。事象検出およ
び監視制御は、フィードバックフィルタに、アンチノイズ信号において望ましくない成分
を生成させる可能性のある周囲のオーディオ事象が起こっていることを検出し、望ましく
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ない成分を低減するように可変ゲイン要素のゲインを制御し得る。
【０００７】
　本開示のこれらおよび他の実施形態によれば、パーソナルオーディオデバイスの少なく
とも一部分を実装するための集積回路は、出力と、誤差マイクロフォン入力と、処理回路
とを含み得る。出力は、聞き手への再生のためのソースオーディオ信号と、トランスデュ
ーサの音響出力における周囲のオーディオ音の影響を打ち消すためのアンチノイズ信号と
の両方を含む出力信号を、トランスデューサに提供するように構成され得る。誤差マイク
ロフォン入力は、トランスデューサの出力と、トランスデューサにおける周囲のオーディ
オ音とを示す誤差マイクロフォン信号を受信するように構成され得る。処理回路は、誤差
マイクロフォン信号に基づきフィードバックアンチノイズ信号を生成する応答を有するフ
ィードバックフィルタと、ある周波数帯域におけるフィードバックフィルタの応答を低減
するための、フィードバックフィルタと直列の、フィードバック経路における適応ノッチ
フィルタと、を備えるフィードバック経路を実装し得る。
【０００８】
　本開示のこれらおよび他の実施形態によれば、トランスデューサ付近の周囲のオーディ
オ音を消去するための方法は、トランスデューサの出力と、トランデューサにおける周囲
のオーディオ音とを示す誤差マイクロフォン信号を受信することを含み得る。また、方法
は、トランスデューサの音響出力における周囲のオーディオ音の影響を打ち消すためにア
ンチノイズ信号を生成することであって、誤差マイクロフォン信号に基づきフィードバッ
クアンチノイズ信号を生成する応答を有するフィードバックフィルタを適用することと、
フィードバックフィルタと直列に、可変ゲイン要素を適用することと、を含む、アンチノ
イズ信号を生成することを含み得る。方法は、フィードバックフィルタに、アンチノイズ
信号において望ましくない成分を生成させる可能性のある周囲のオーディオ事象が起こっ
ているかをモニタし、望ましくない成分を低減するように、可変ゲイン要素のゲインを制
御することをさらに含み得る。方法は、トランスデューサに提供されるオーディオ信号を
生成するために、アンチノイズ信号をソースオーディオ信号と組み合わせることを追加と
して含み得る。
【０００９】
　本開示のこれらおよび他の実施形態によれば、トランスデューサ付近の周囲のオーディ
オ音を消去するための方法は、トランスデューサの出力と、トランデューサにおける周囲
のオーディオ音とを示す誤差マイクロフォン信号を受信することを含み得る。また、方法
は、トランスデューサの音響出力における周囲のオーディオ音の影響を打ち消すためにア
ンチノイズ信号を生成することであって、誤差マイクロフォン信号に基づきフィードバッ
クアンチノイズ信号を生成する応答を有するフィードバックフィルタを適用することと、
ある特定の周波数帯域におけるフィードバックフィルタの応答を低減するために、フィー
ドバックフィルタと直列に、適応ノッチフィルタを適用することとを含む、アンチノイズ
信号を生成することを含み得る。方法は、トランスデューサに提供されるオーディオ信号
を生成するために、アンチノイズ信号をソースオーディオ信号と組み合わせることをさら
に含み得る。
【００１０】
　本開示の技術上の利点は、本明細書に含まれる図、説明、および特許請求の範囲から、
当業者にはすぐに明らかになるであろう。実施形態の目的および利点は、少なくとも、特
許請求の範囲に特に挙げられた要素、特徴、および組み合せによって、理解され、達成さ
れるであろう。
【００１１】
　上記の概要も以下の詳細な説明も、例でありかつ説明的なものであり、本開示に明記さ
れた特許請求の範囲を限定するものではないことが理解されるべきである。
【００１２】
　同様の参照番号が同様の特徴を示す添付図面と併せて以下の説明を参照することによっ
て、これらの実施形態とその利点のより完全な理解が得られるであろう。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】本開示の実施形態による、例示的な無線移動電話機の図である。
【図１Ｂ】本開示の実施形態による、それに結合されたヘッドホンアセンブリを有する、
例示的な無線移動電話機の図である。
【図２】本開示の実施形態による、図１に描写された無線移動電話機内の選択された回路
のブロック図である。
【図３Ａ】本開示の実施形態による、フィードフォワードフィルタ処理を使用してアンチ
ノイズ信号を生成する、図２のコーダ・デコーダ（コーデック）集積回路の例示的な適応
ノイズ消去（ＡＮＣ：adaptive noise cancelling）回路内の選択された信号処理回路お
よび機能ブロックを描写するブロック図である。
【図３Ｂ】本開示の実施形態による、フィードフォワードフィルタ処理を使用してアンチ
ノイズ信号を生成する、図２のコーダ・デコーダ（コーデック）集積回路の別の例示的な
適応ノイズ消去（ＡＮＣ）回路内の選択された信号処理回路および機能ブロックを描写す
るブロック図である。
【図３Ｃ】本開示の実施形態による、フィードフォワードフィルタ処理を使用してアンチ
ノイズ信号を生成する、図２のコーダ・デコーダ（コーデック）集積回路の別の例示的な
適応ノイズ消去（ＡＮＣ）回路内の選択された信号処理回路および機能ブロックを描写す
るブロック図である。
【図４】本開示の実施形態による、二次推定フィルタのゲインの関数として事象検出およ
び監視制御ブロックによって計算された例示的なゲインを描写するグラフを図示する。
【図５】本開示の実施形態による、ノイズ増大の評価のゲインの関数として事象検出およ
び監視制御ブロックによって計算された例示的なゲインを描写するグラフを図示する。
【図６】本開示の実施形態による、ハウリングまたは誤差マイクロフォンのクリッピング
がある状態でのプログラマブルゲイン要素のゲインを制御するための例示的な方法のフロ
ーチャートである。
【図７】本開示の実施形態による、ノッチフィルタの応答を実装するのに使用され得る例
示的なフィルタ構造のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本開示は、無線電話機などのパーソナルオーディオデバイスにおいて実装され得る、ノ
イズ消去技法および回路を包含する。パーソナルオーディオデバイスは、周囲の音響環境
を測定し、周囲の音響事象を消去するためにスピーカ（または他のトランスデューサ）出
力に注入される信号を生成し得るＡＮＣ回路を含む。周囲の音響環境を測定するのに参照
マイクロフォンが提供され得、周囲のオーディオ音を消去するようにアンチノイズ信号の
適応を制御し、処理回路の出力からトランスデューサまでの電気音響経路を修正するため
に誤差マイクロフォンが含まれ得る。
【００１５】
　ここで図１Ａを参照すると、本開示の実施形態により図示されたような無線電話機１０
が、人間の耳５に近接して示されている。無線電話機１０は、本開示の実施形態による技
法が採用され得るデバイスの一例であるが、特許請求の範囲に規定された本発明を実施す
るために、図示された無線電話機１０において、または続く図に描写される回路において
具体化された要素または構成の全てが必要とされるわけではないことを理解されたい。無
線電話機１０は、着信音、保存されたオーディオプログラム素材、釣り合いのとれた会話
認識をもたらすための近端発話音声（すなわち、無線電話機１０のユーザの発話音声）の
注入、また、無線電話機１０によって受信されたウェブページまたは他のネットワーク通
信からの音源、ならびに低バッテリ表示および他のシステム事象通知などのオーディオ表
示など、無線電話機１０による再現を要求する他のオーディオなどの他のローカルオーデ
ィオ事象とともに、無線電話機１０によって受信された遠隔発話音声を再現するスピーカ
ＳＰＫＲなどのトランスデューサを含み得る。無線電話機１０から他の会話参加者に送信
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される近端発話音声を取り込むのに、近発話音声マイクロフォンＮＳが提供され得る。
【００１６】
　無線電話機１０は、スピーカＳＰＫＲによって再現される遠隔発話音声および他のオー
ディオの明瞭度を向上させるためにアンチノイズ信号をスピーカＳＰＫＲに注入する、Ａ
ＮＣ回路および機能を含み得る。参照マイクロフォンＲは、周囲の音響環境を測定するた
めに提供され得、参照マイクロフォンＲによって生み出される信号において近端発話音声
が最小化され得るように、ユーザの口の通常の位置から離れて位置付けられ得る。無線電
話機１０が耳５に極めて接近している場合、耳５の近くのスピーカＳＰＫＲによって再現
されるオーディオと組み合わせられる周囲オーディオの指標を提供することによってＡＮ
Ｃの動作をさらに向上させるために、もう１つのマイクロフォンである誤差マイクロフォ
ンＥが提供され得る。他の実施形態において、追加の参照および／または誤差マイクロフ
ォンが採用され得る。無線電話機１０内の回路１４は、参照マイクロフォンＲ、近発話音
声マイクロフォンＮＳ、および誤差マイクロフォンＥからの信号を受信し、無線電話機ト
ランシーバを有する無線周波数（ＲＦ）集積回路１２などの他の集積回路とインターフェ
ースするオーディオコーデック集積回路（ＩＣ）２０を含み得る。本開示のいくつかの実
施形態において、本明細書に開示された回路および技法は、ＭＰ３プレーヤオンチップ集
積回路など、パーソナルオーディオデバイスの全体を実装するための制御回路および他の
機能を含む、単一の集積回路に組み込まれ得る。これらおよび他の実施形態において、本
明細書に開示された回路および技法は、コンピュータ可読媒体において具体化され、コン
トローラまたは他の処理デバイスによって実行可能なソフトウェアおよび／またはファー
ムウェアにおいて、部分的または完全に実装され得る。
【００１７】
　一般に、本開示のＡＮＣ技法は、参照マイクロフォンＲに飛び込んでくる周囲の音響事
象（スピーカＳＰＫＲの出力および／または近端発話音声に対立するものとして）を測定
し、また、誤差マイクロフォンＥに飛び込んでくる同じ周囲の音響事象も測定することに
よって、無線電話機１０のＡＮＣ処理回路が、参照マイクロフォンＲの出力から生成され
たアンチノイズ信号を、誤差マイクロフォンＥにおける周囲の音響事象の大きさを最小化
する特性を有するように適応させる。音響経路Ｐ（ｚ）が参照マイクロフォンＲから誤差
マイクロフォンＥに延びていることから、ＡＮＣ回路は、コーデックＩＣ２０のオーディ
オ出力回路の応答と、耳５の近接性および構造や、無線電話機１０が耳５にしっかり押し
当てられていないときに無線電話機１０に近接している可能性のある他の物理的対象およ
び人間の頭の構造によって影響を受ける可能性のある特定の音響環境における、スピーカ
ＳＰＫＲと誤差マイクロフォンＥとの間の結合を含む、スピーカＳＰＫＲの音響／電気伝
達関数と、を表す電気音響経路Ｓ（ｚ）の影響を取り除きながら、音響経路Ｐ（ｚ）を、
事実上、推定している。図示された無線電話機１０は、第３の近発話音声マイクロフォン
ＮＳを有する２マイクロフォンＡＮＣシステムを含む一方、本発明のいくつかの態様は、
別々の誤差および参照マイクロフォンを含まないシステム、または参照マイクロフォンＲ
の機能を行うために近発話音声マイクロフォンＮＳを使用する無線電話機において実施さ
れ得る。また、オーディオ再生用のみに設計されたパーソナルオーディオデバイスでは、
近発話音声マイクロフォンＮＳは、一般に含まれないことになり、さらに詳細に以下に説
明される回路内の近発話音声信号経路は、マイクロフォンへの入力用に提供されるオプシ
ョンを限定する以外、本開示の範囲を変更することなく、省略され得る。
【００１８】
　ここで図１Ｂを参照すると、無線電話機１０が、オーディオポート１５を介してそれに
結合されたヘッドホンアセンブリ１３を有して描写されている。オーディオポート１５は
、ＲＦ集積回路１２および／またはコーデックＩＣ２０に通信可能に結合され得、それに
より、ヘッドホンアセンブリ１３の構成要素と、ＲＦ集積回路１２および／またはコーデ
ックＩＣ２０のうちの１つまたは複数との間の通信を可能にしている。図１Ｂに示される
ように、ヘッドホンアセンブリ１３は、コムボックス（combox）１６、左ヘッドホン１８
Ａ、および右ヘッドホン１８Ｂを含み得る。いくつかの実施形態において、ヘッドホンア
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センブリ１３には、無線ヘッドホンアセンブリが含まれ得、その場合、コーデックＩＣ２
０の全てまたはいくつかの部分がヘッドホンアセンブリ１３にあり得、ヘッドホンアセン
ブリ１３は、ヘッドホンアセンブリ１３と無線電話機１０との間で通信を行うために、無
線通信インターフェース（例えば、BLUETOOTH（登録商標））を含み得る。
【００１９】
　本開示において使用される際、「ヘッドホン（headphone）」という用語には、聞き手
の外耳道に近接する場所に機械的に保持されるように意図された、いずれの拡声器および
それに関連した構造も広く含まれ、また、イヤホン、イヤバッド、および他の同様のデバ
イスが含まれるがそれらに限定されない。より具体的な例として、「ヘッドホン（headph
one）」は、イントラコンカ型（intra-concha）イヤホン、スープラコンカ型（supra-con
cha）イヤホン、およびスープラオーラル型（supra-aural）イヤホンを指し得る。
【００２０】
　ヘッドホンアセンブリ１３のコムボックス１６または別の部分は、無線電話機１０の近
発話音声マイクロフォンＮＳに加えて、またはその代わりに近端発話音声を取り込むため
の近発話音声マイクロフォンＮＳを有し得る。さらに、それぞれのヘッドホン１８Ａ、１
８Ｂは、着信音、保存されたオーディオプログラム素材、釣り合いのとれた会話認識をも
たらすための近端発話音声（すなわち、無線電話機１０のユーザの発話音声）の注入、ま
た、無線電話機１０によって受信されたウェブページまたは他のネットワーク通信からの
音源、ならびに低バッテリ表示および他のシステム事象通知などのオーディオ表示など、
無線電話機１０による再現を要求する他のオーディオなどの他のローカルオーディオ事象
とともに、無線電話機１０によって受信された遠隔発話音声を再現するスピーカＳＰＫＲ
などのトランスデューサを含み得る。それぞれのヘッドホン１８Ａ、１８Ｂは、周囲の音
響環境を測定するための参照マイクロフォンＲと、このようなヘッドホン１８Ａ、１８Ｂ
が聞き手の耳と係合されているときに聞き手の耳に近いスピーカＳＰＫＲによって再現さ
れるオーディオと組み合わされる周囲オーディオの測定用の誤差マイクロフォンＥと、を
含み得る。いくつかの実施形態において、コーデックＩＣ２０は、それぞれのヘッドホン
の参照マイクロフォンＲおよび誤差マイクロフォンＥ、ならびに近発話音声マイクロフォ
ンＮＳからの信号を受信し、本明細書において説明されるように、それぞれのヘッドホン
に対して適応ノイズ消去を行い得る。他の実施形態において、コーデックＩＣまたは別の
回路が、ヘッドホンアセンブリ１３内にあり、参照マイクロフォンＲ、近発話音声マイク
ロフォンＮＳ、および誤差マイクロフォンＥに通信可能に結合され、また本明細書におい
て説明されるような適応ノイズ消去を行うように構成され得る。
【００２１】
　ここで、図２を参照すると、他の実施形態では、１つまたは複数のヘッドホンもしくは
イヤバッドなどの他の場所に全体または一部として置かれ得る、無線電話機１０内の選択
された回路が、ブロック図に示されている。コーデックＩＣ２０は、マイクロフォンＲか
ら参照マイクロフォン信号を受信し、参照マイクロフォン信号のデジタル表現ｒｅｆを生
成するためのアナログデジタル変換器（ＡＤＣ）２１Ａと、誤差マイクロフォンＥから誤
差マイクロフォン信号を受信し、誤差マイクロフォン信号のデジタル表現ｅｒｒを生成す
るためのＡＤＣ２１Ｂと、近発話音声マイクロフォンＮＳから近発話音声マイクロフォン
信号を受信し、近発話音声マイクロフォン信号のデジタル表現ｎｓを生成するためのＡＤ
Ｃ２１Ｃとを含み得る。コーデックＩＣ２０は、コンバイナ２６の出力を受信するデジタ
ルアナログ変換器（ＤＡＣ）２３の出力を増幅し得る増幅器Ａ１から、スピーカＳＰＫＲ
を作動させるための出力を生成し得る。コンバイナ２６は、内部オーディオソース２４か
らのオーディオ信号ｉａと、通例では参照マイクロフォン信号ｒｅｆにおけるノイズと同
じ極性を有し、したがってコンバイナ２６によって差し引かれる、ＡＮＣ回路３０によっ
て生成されたアンチノイズ信号と、近発話音声マイクロフォン信号ｎｓの一部とを組み合
わせることが可能で、それによって、無線電話機１０のユーザは、無線周波数（ＲＦ）集
積回路２２から受信され得、またコンバイナ２６によって組み合わせられ得る、ダウンリ
ンク発話音声ｄｓとの正しい関係において、彼または彼女自身の声を聞くことができる。
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また、近発話音声マイクロフォン信号ｎｓは、ＲＦ集積回路２２にも提供され得、アンテ
ナＡＮＴを介して、サービスプロバイダに、アップリンク発話音声として送信され得る。
【００２２】
　ここで図３Ａを参照すると、ＡＮＣ回路３０を実装するのに使用され得るＡＮＣ回路３
０Ａの詳細が、本開示の実施形態により示されている。適応フィルタ３２は、参照マイク
ロフォン信号ｒｅｆを受信し得、理想的な状況下では、その伝達関数Ｗ（ｚ）をＰ（ｚ）
／Ｓ（ｚ）となるように適応させてアンチノイズ信号のフィードフォワードアンチノイズ
成分を生成することができ、これは、アンチノイズ信号のフィードバックアンチノイズ成
分（より詳細に以下に説明される）とコンバイナ５０によって組み合わされてアンチノイ
ズ信号を生成し得、今度はそのアンチノイズ信号を、トランスデューサによって再現され
るソースオーディオ信号と組み合わせる、図２のコンバイナ２６によって例示されるよう
な出力コンバイナに提供され得る。適応フィルタ３２の係数は、誤差マイクロフォン信号
ｅｒｒにある参照マイクロフォン信号ｒｅｆのそれらの成分間で最小二乗平均の意味での
誤差を全体的に最小化する適応フィルタ３２の応答を決定するように信号の相関関係を使
用するＷ係数制御ブロック３１によって、制御され得る。Ｗ係数制御ブロック３１によっ
て比較される信号は、フィルタ３４Ｂによって提供された経路Ｓ（ｚ）の応答の推定のコ
ピーによって形作られるような参照マイクロフォン信号ｒｅｆと、誤差マイクロフォン信
号ｅｒｒを含む別の信号とであり得る。経路Ｓ（ｚ）の応答の推定のコピーである応答Ｓ
ＥＣＯＰＹ（ｚ）によって参照マイクロフォン信号ｒｅｆを変換し、誤差マイクロフォン
信号における周囲オーディオ音を最小化することによって、適応フィルタ３２は、Ｐ（ｚ
）／Ｓ（ｚ）の所望の応答に適応し得る。誤差マイクロフォン信号ｅｒｒに加えて、Ｗ係
数制御ブロック３１によってフィルタ３４Ｂの出力と比較された信号は、応答ＳＥＣＯＰ

Ｙ（ｚ）がそのコピーであるフィルタ応答ＳＥ（ｚ）によって処理された、ダウンリンク
オーディオ信号ｄｓおよび／または内部オーディオ信号ｉａの反転量を含み得る。ダウン
リンクオーディオ信号ｄｓおよび／または内部オーディオ信号ｉａの反転量を注入するこ
とによって、適応フィルタ３２は、誤差マイクロフォン信号ｅｒｒにある、比較的大きな
量のダウンリンクオーディオおよび／または内部オーディオ信号に適応することが妨げら
れる可能性がある。しかしながら、経路Ｓ（ｚ）の応答の推定により、ダウンリンクオー
ディオ信号ｄｓおよび／または内部オーディオ信号ｉａのその反転コピー（inverted cop
y）を変換することによって、誤差マイクロフォン信号ｅｒｒから取り除かれるダウンリ
ンクオーディオおよび／または内部オーディオは、Ｓ（ｚ）の電気音響経路が、誤差マイ
クロフォンＥに到達するためにダウンリンクオーディオ信号ｄｓおよび／または内部オー
ディオ信号ｉａによって辿られる経路であることから、誤差マイクロフォン信号ｅｒｒに
おいて再現されるダウンリンクオーディオ信号ｄｓおよび／または内部オーディオ信号ｉ
ａの予想されるバージョンに一致するはずである。フィルタ３４Ｂは、本質的に適応フィ
ルタではない可能性があるが、フィルタ３４Ｂの応答が適応フィルタ３４Ａの適応に追従
するように、適応フィルタ３４Ａの応答に一致するように調整される調整可能な応答を有
し得る。
【００２３】
　上記を実装するために、適応フィルタ３４Ａは、ダウンリングオーディオ信号ｄｓおよ
び／または内部オーディオ信号ｉａと、誤差マイクロフォンＥに伝達される予想ダウンリ
ンクオーディオを表すように適応フィルタ３４Ａによってフィルタ処理され、図３Ａにお
いてＰＢＣＥとして示される再生修正誤差を生成するようにコンバイナ３６によって適応
フィルタ３４Ａの出力から取り除かれる、上述のフィルタ処理済みダウンリンクオーディ
オ信号ｄｓおよび／または内部オーディオ信号ｉａの取り除き後の誤差マイクロフォン信
号ｅｒｒを比較するＳＥ係数制御ブロック３３によって制御される係数を有し得る。ＳＥ
係数制御ブロック３３は、実際のダウンリンク発話音声信号ｄｓおよび／または内部オー
ディオ信号ｉａを、誤差マイクロフォン信号ｅｒｒにあるダウンリンクオーディオ信号ｄ
ｓおよび／または内部オーディオ信号ｉａの成分と相関させ得る。適応フィルタ３４Ａは
、それによって、誤差マイクロフォン信号ｅｒｒから差し引かれると、ダウンリンクオー
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ディオ信号ｄｓおよび／または内部オーディオ信号ｉａによるものではない誤差マイクロ
フォン信号ｅｒｒの内容を含む信号を、ダウンリンクオーディオ信号ｄｓおよび／または
内部オーディオ信号ｉａから生成するように適応され得る。
【００２４】
　図３Ａに描写されるように、ＡＮＣ回路３０Ａは、フィードバックフィルタ４４も備え
得る。フィードバックフィルタ４４は、再生修正誤差信号ＰＢＣＥを受信し、再生修正誤
差値に基づきフィードバック信号を生成するのに、応答ＦＢ（ｚ）を適用し得る。また、
図３Ａに描写されるように、アンチノイズ信号のフィードバックアンチノイズ成分を生成
するために、応答ＦＢ（ｚ）とプログラマブルゲイン要素４６のゲインの積が再生修正誤
差信号ＰＢＣＥに適用されるように、フィードバックアンチノイズ成分の経路はフィード
バックフィルタ４４と直列にプログラマブルゲイン要素４６を有し得る。アンチノイズ信
号のフィードバックアンチノイズ成分は、コンバイナ５０によって、アンチノイズ信号の
フィードフォワードアンチノイズ成分と組み合わされて、アンチノイズ信号を生成し得、
これは次に、図２のコンバイナ２６によって例示されるように、アンチノイズ信号を、ト
ランスデューサによって再現されるソースオーディオ信号と組み合わせる出力コンバイナ
に提供され得る。
【００２５】
　動作中、プログラマブルゲイン要素４６のゲインの増加が、フィードバックアンチノイ
ズ成分のノイズ消去の上昇をもたらし、ゲインの減少が、フィードバックアンチノイズ成
分のノイズ消去の低減をもたらし得る。いくつかの実施形態において、より詳細に以下に
説明されるように、望ましくない成分を低減するために、監視制御３９が、事象検出ブロ
ック３８とともに、フィードバックフィルタ４４にアンチノイズ信号において望ましくな
い成分を生成させる可能性のある周囲のオーディオ事象の検出に応答してプログラマブル
ゲイン要素４６のゲインを制御し得る。
【００２６】
　フィードバックフィルタ４４とゲイン要素４６はＡＮＣ回路３０の別々の構成要素とし
て示されているが、いくつかの実施形態では、フィードバックフィルタ４４およびゲイン
要素４６のいくつかの構造および／または機能が組み合わされ得る。例えば、このような
実施形態のうちのいくつかでは、フィードバックフィルタ４４の実効ゲインは、フィード
バックフィルタ４４の１つまたは複数のフィルタ係数の制御を介して変えられ得る。
【００２７】
　事象検出３８および監視制御ブロック３９は、より詳細に本明細書に説明されるように
、様々な事象に応じて、プログラマブルゲイン要素４６のゲインを制御することを含むが
それに限定されない、様々な動作を行い得る。いくつかの実施形態において、事象検出３
８と監視制御ブロック３９は、２０１１年１２月１日出願の「Oversight Control of an 
adaptive noise Canceler in a Personal Audio Device」と題され、本出願の出願人に譲
渡された、Jon D. Hendrixらによる米国特許出願第１３／３０９，４９４号において説明
されている事象検出および監視制御ロジックと、構造および／または機能において同様で
あり得る。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、事象検出３８および監視制御ブロック３９は、二次推定
フィルタ３４Ａのゲインおよび／または二次推定フィルタ３４Ａの応答ＳＥ（ｚ）の大き
さを決定するために、ＡＮＣ回路３０Ａ内の信号（例えば、ソースオーディオ信号ｄｓ／
ｉａ、および二次推定フィルタ３４Ａによって出力された信号）をモニタし得る。二次推
定フィルタ３４Ａが、ユーザの耳への電気音響経路をモデル化することから、応答ＳＥ（
ｚ）は、スピーカＳＰＫＲが、音響上ユーザの耳にどのように結合されているかを示す。
それにより、ある周波数帯域における応答ＳＥ（ｚ）の大きさまたはゲインは、デバイス
（例えば、ヘッドホン）がユーザの耳にどの程度緩くまたはきつく結合されているかを示
し得る。応答ＳＥ（ｚ）はＡＮＣ回路３０Ａによって絶えず訓練され得ることから、応答
ＳＥ（ｚ）における変化、そして、スピーカＳＰＫＲのユーザの耳への装着状態における
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変化が経時的に追跡され得、プログラマブルフィードバック要素４６のゲインが応答ＳＥ
（ｚ）における変化の関数として調整され得る。図４は、本開示の実施形態による、二次
推定フィルタ３４Ａのゲインの関数として、事象検出３８および監視制御ブロック３９に
よって計算された例示的なゲインを描写するグラフを図示する。図４に示されるように、
ゲイン要素４６のゲインは、二次経路推定フィルタ３４Ａのゲインが減少すると増加し、
二次経路推定フィルタ３４Ａのゲインが増加すると、減少し得る。
【００２９】
　別の例として、これらおよび他の実施形態において、事象検出３８および監視制御ブロ
ック３９は、ＡＮＣ回路３０Ａのノイズ増大の評価を決定するために、ＡＮＣ回路３０Ａ
内の信号（例えば、再生修正誤差ＰＢＣＥおよび参照マイクロフォン信号ｒｅｆ）をモニ
タし得る。一般に、ＡＮＣ回路３０Ａが正常に動作しているとき、誤差マイクロフォンＥ
は、通常、ソースオーディオ信号のない状態で、参照マイクロフォンＲよりも低い音圧を
感知し得る。しかしながら、フィードバックフィルタ４４を備えるフィードバックループ
が不安定か、または二次経路における変化により、もしくは二次経路が予想とは異なるた
めに、予想通りに機能しない場合、誤差マイクロフォンＥは、参照マイクロフォンＲより
も高い音圧を感知し得る。ノイズ増大の量は、時間ドメインおよび／または周波数ドメイ
ンにおいて行われ得る、再生修正誤差ＰＢＣＥと参照マイクロフォン信号ｒｅｆとの間の
相違レベルまたは割合の比較によって、評価され得る。このようなノイズ増大の評価に基
づき、事象検出３８および監視制御ブロック３９は、プログラマブルフィードバック要素
４６のゲインを制御し得る。図５は、本開示の実施形態による、ノイズ増大の評価のゲイ
ンの関数として、事象検出３８および監視制御ブロック３９によって計算された例示的な
ゲインを描写するグラフを図示する。図５に示されるように、ゲイン要素４６のゲインは
、ノイズ増大の評価が減少すると増加し、ノイズ増大の評価が増加すると減少し得る。い
くつかの実施形態において、事象検出３８および監視制御ブロック３９は、二次経路推定
フィルタ３４Ａのゲインに関する情報が入手不可能である場合（例えば、二次経路推定フ
ィルタ３４Ａを適応させるのに使用可能なトレーニング信号がない場合）、ノイズ増大の
評価の関数として、ゲイン要素４６のゲインを変更し得る。
【００３０】
　別の例として、これらおよび他の実施形態において、事象検出３８および監視制御ブロ
ック３９は、ハウリングまたは誤差マイクロフォンのクリッピングが起こったかを判定し
得る。ハウリングまたは誤差マイクロフォンのクリッピングは、周囲のオーディオ事象が
、スピーカＳＰＫＲと参照マイクロフォンＲとの間の結合の改変に起因する参照マイクロ
フォンＲを通した正のフィードバックによる信号である場合、および／または、周囲のオ
ーディオ事象が、スピーカＳＰＫＲと誤差マイクロフォンＥとの間の結合の改変に起因す
る誤差マイクロフォンＥを通した正のフィードバックによる信号である場合に、起こり得
る。ハウリングまたは誤差マイクロフォンのクリッピングが起こると、事象検出３８およ
び監視制御ブロック３９は、ハウリングまたはクリッピングがなくなるまで、プログラマ
ブルゲイン要素４６のゲインを減衰させ得る。さらに、ハウリングまたはクリッピングが
なくなると、事象検出３８および監視制御ブロック３９は、プログラマブルゲイン要素４
６のゲインを特定のレベルに回復させ得る。図６は、本開示の実施形態による、ハウリン
グまたは誤差マイクロフォンのクリッピングがある状態でのプログラマブルゲイン要素４
６のゲインを制御するための例示的な方法のフローチャートを明示している。いくつかの
実施形態によれば、方法６００は、ステップ６０２において始まる。上述のように、本開
示の教示は、無線電話機１０の様々な構成において実装される。したがって、方法６００
に好適な初期設定点、および方法６００を構成するステップの順序は、選ばれた実装形態
に左右され得る。
【００３１】
　ステップ６０２では、監視制御ブロック３９が、変数を初期化し得る。例えば、監視制
御ブロック３９は、プログラマブルゲイン要素４６用のゲインＧを１の値になるように初
期化し得る。さらに、監視制御ブロック３９は、プログラマブルゲイン要素４６用のハウ
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リング後最大ゲインＧｈを１に初期化し得る。
【００３２】
　ステップ６０４では、事象検出ブロック３８が、ハウリングまたは誤差マイクロフォン
のクリッピングが起こっているかを検出し得る。ハウリングまたは誤差マイクロフォンの
クリッピングが起こっている場合、方法６００は、ステップ６０６に進み得る。そうでな
ければ、方法６００は、ハウリングまたは誤差マイクロフォンのクリッピングが検出され
るまで、ステップ６０４に留まり得る。
【００３３】
　ステップ６０６では、監視制御ブロック３９が、係数ｒだけゲインＧを低減させ得、こ
こで、ｒは１未満の正の値を有する。値ｒは、ステップ６０６が実行される度にゲインＧ
が低減される割合を定義する定数であり得る。ｒの値は、無線電話機１０またはＡＮＣ回
路（例えば、ＡＮＣ回路３０Ａまたは３０Ｃ）の製造元もしくは他の供給元によって、あ
るいは無線電話機１０のユーザによって既定され得る。値ｒは、低減されるゲインＧの推
移の滑らかさやゲインＧが低減される速さなど、１つまたは複数の主観的目標を達成する
ために、設定され得る。さらに、監視制御ブロック３９は、ハウリング後最大ゲインＧｈ

用の値を設定し得る。例えば、ハウリング事象の発生時、監視制御ブロック３９は、Ｇｈ

＝ｗＧｈ＋（１－ｗ）Ｇの値を設定し得、ここで、ｗは、ハウリング後最大ゲインＧｈの
現在の値とゲインＧとの間の新たなハウリング後最大ゲインＧｈの妥協点を定義する重み
付け係数である。ｗが１未満に設定される場合、各ハウリング事象後にハウリング後最大
ゲインＧｈが低減され、最終的に、ゲインＧが、ハウリングにつながりそうにない最大レ
ベルに設定されるようにする。ｗの値は、無線電話機１０またはＡＮＣ回路（例えば、Ａ
ＮＣ回路３０Ａまたは３０Ｃ）の製造元もしくは他の供給元によって、あるいは無線電話
機１０のユーザによって既定され得る。
【００３４】
　ステップ６０８では、監視制御ブロック３９が、カウンタｎを０の値に初期化し得る。
【００３５】
　ステップ６１０では、事象検出ブロック３８が、ハウリングまたは誤差マイクロフォン
のクリッピングがまだ起こっているかを検出し得る。ハウリングまたは誤差マイクロフォ
ンのクリッピングがまだ起こっている場合、方法６００は、ステップ６１２に進み得る。
そうでなければ、方法６００は、ステップ６１８に進み得る。
【００３６】
　ステップ６１２では、監視制御ブロック３９が、カウンタｎをインクリメントし得る。
ステップ６１４では、監視制御ブロック３９が、カウンタｎがその最大値に達しているか
を判定し得る。カウンタｎがその最大値に達している場合、方法６００は、ステップ６１
６に進み得る。そうでなければ、方法６００は、再びステップ６１０に進み得る。
【００３７】
　ステップ６１６では、カウンタｎがその最大値に達したのに応じて、監視制御ブロック
３９がゲインＧを係数ｒだけ再び低減させ得る。ステップ６１６の完了後、方法６００は
、再びステップ６０８に進み得る。
【００３８】
　ステップ６１８では、監視制御ブロック３９は、ゲインＧをハウリング後最大ゲインＧ
ｈまで徐々に増加させ得る。ステップ６１８の完了後、方法６００は、再びステップ６０
４に戻り得る。
【００３９】
　図６は、方法６００に対して採られる特定の個数のステップを開示しているが、方法６
００は、図６に描写されたのよりも多いまたは少ないステップで実行され得る。さらに、
図６は、方法６００に対して採られるステップのある特定の順序を開示しているが、方法
６００を構成するステップは、任意の適切な順序で完了され得る。
【００４０】
　方法６００は、無線電話機１０、または方法６００を実施するよう動作可能な任意の他
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のシステムを使用して実施され得る。いくつかの実施形態では、方法６００は、コンピュ
ータ可読媒体において具体化され、またコントローラによって実行可能なソフトウェアお
よび／またはファームウェアにおいて、部分的または完全に実施され得る。
【００４１】
　方法６００の結果として、ハウリングまたは誤差マイクロフォンのクリッピングがある
場合、ゲインＧは、周期的に低減され得る（例えば、低減ごとに係数ｒだけ）。ハウリン
グまたはマイクロフォンクリッピングがなくなった後、ゲインＧは、最大レベル（例えば
、ハウリング後最大ゲインＧｈ）に回復され得る。
【００４２】
　ここで図３Ｂを参照すると、ＡＮＣ回路３０を実装するのに使用され得るＡＮＣ回路３
０Ｂの詳細が、本開示の実施形態により示されている。ＡＮＣ回路３０Ｂは、ＡＮＣ回路
３０Ａのものと共通する多くの構成要素を有する。したがって、ＡＮＣ回路３０ＢとＡＮ
Ｃ回路３０Ａとの違いのみを詳細に説明する。図３Ｂに示されるように、アンチノイズ信
号のフィードバックアンチノイズ成分を生成するために、応答ＦＢ（ｚ）とノッチフィル
タ４８の応答Ｎ（ｚ）の積が、再生修正誤差信号ＰＢＣＥに適用されるように、ＡＮＣ回
路３０Ｂは、フィードバックフィルタ４４と直列にノッチフィルタ４８を含み得る。アン
チノイズ信号のフィードバックアンチノイズ成分は、アンチノイズ信号のフィードフォワ
ードアンチノイズ成分とコンバイナ５０によって組み合わせられてアンチノイズ信号を生
成し得、これは今度は、図２のコンバイナ２６によって例示されるように、アンチノイズ
信号を、トランスデューサによって再現されるソースオーディオ信号と組み合わせる、出
力コンバイナに提供され得る。
【００４３】
　ノッチフィルタ４８の応答Ｎ（ｚ）は、他の周波数（例えば、５０Ｈｚ～１０００Ｈｚ
の範囲でのより低い周波数）におけるフィードバック経路のノイズ消去性能に影響を及ぼ
さずに、特定の周波数（例えば、１０００Ｈｚ～８０００Ｈｚの範囲でのより高い周波数
）におけるフィードバックフィルタ４４を備えるフィードバック経路のゲインを効果的に
低減させ得る。したがって、ノッチフィルタ４８は、特定の周波数において起こり得るＡ
ＮＣ回路３０Ｂのフィードバックループの不安定性を低減または排除し得る。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、ノッチフィルタ４８の応答Ｎ（ｚ）は、適応型であり得る。
例えば、図７は、本開示の実施形態による、応答Ｎ（ｚ）を実装するのに使用され得る例
示的なフィルタ構造のブロック図を図示する。図７では、変数ｒは、ノッチフィルタ４８
の周波数ノッチの帯域幅を制御する、ノッチフィルタ４８のパラメータである。パラメー
タｒは、応答Ｎ（ｚ）が、望ましくない擾乱（例えば、ハウリング）を効果的に消去する
ことができ、またノイズ消去性能に影響を及ぼし得ないという原則に従って既定され得る
。パラメータμは、適応ノッチフィルタ４８のステップサイズである。関数Ｗ（ｎ）は、
ノッチフィルタ４８の帯域幅を決定する、ノッチフィルタ４８の１つまたは複数の適応係
数を定義し得る。関数ｘ（ｎ）はノッチフィルタ４８の入力を含み得る一方、関数ｙ（ｎ
）はノッチフィルタ４８の出力を含み得る。関数ｖ（ｎ）は、図７に描写されたノッチフ
ィルタ構造内の内部信号を含み得る。
【００４５】
　図７に示された構造では、応答Ｎ（ｚ）は、以下の等式によって求められ得る。
　　Ｎ（ｚ、ｎ）＝（１＋ｗ（ｎ）ｚ－１＋ｚ－２）／（１＋ｒＷ（ｎ）ｚ－１＋ｒ２ｚ
－２）
ここで、Ｗ（ｎ＋１）＝Ｗ（ｎ）－μｖ（ｎ－１）ｙ（ｎ）
【００４６】
　ここで図３Ｃを参照すると、ＡＮＣ回路３０を実装するのに使用され得るＡＮＣ回路３
０Ｃの詳細が、本開示の実施形態により示されている。図３Ｃに示されるように、アンチ
ノイズ信号のフィードバックアンチノイズ成分を生成するために、応答ＦＢ（ｚ）と、ノ
ッチフィルタ４８の応答Ｎ（ｚ）と、プログラマブルゲイン要素４６とのゲインの積が、
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再生修正誤差信号ＰＢＣＥに適用されるように、ＡＮＣ回路３０Ｃは、ノッチフィルタ４
８（例えば、ＡＮＣ回路３０Ｂのノッチフィルタと同様または同一）およびプログラマブ
ルゲイン要素４６（例えば、ＡＮＣ回路３０Ａのプログラマブルゲイン要素と同様または
同一）を、両方ともフィードバックフィルタ４４と直列に含み得る。アンチノイズ信号の
フィードバックアンチノイズ成分は、アンチノイズ信号のフィードフォワードアンチノイ
ズ成分とコンバイナ５０によって組み合わせられてアンチノイズ信号を生成し得、これは
今度は、図２のコンバイナ２６によって例示されるように、アンチノイズ信号を、トラン
スデューサによって再現されるソースオーディオ信号と組み合わせる、出力コンバイナに
提供され得る。
【００４７】
　本開示は、当業者であれば理解するであろう、本明細書の例示的な実施形態に対する全
ての変更、代替、変形、改変、および修正を包含する。同様に、適切な場合、添付の特許
請求の範囲は、当業者であれば理解するであろう、本明細書の例示的な実施形態に対する
全ての変更、代替、変形、改変、および修正を包含する。さらに、特定の機能を行うよう
に適合され、配置され、能力を有し、構成され、可能にされ、動作可能であり、または作
用効果がある、装置もしくはシステムまたは装置もしくはシステムの構成要素への添付の
特許請求の範囲における言及は、それまたはその特定の機能が作動しているか、オンにさ
れているか、またはロック解除されているかに関わらず、その装置、システム、または構
成要素がそのように適合され、配置され、能力を有し、構成され、有効にされ、動作可能
であり、または作用効果がある限り、その装置、システム、または構成要素を包含する。
【００４８】
　本明細書に挙げられた全ての例および条件付き文言は、当技術分野を前進させるのに本
発明者によって寄与された本発明および概念を理解する上で、読み手を手助けする教育的
目的に向けたものであり、このような具体的に挙げられた例および条件に限定されないも
のとして解釈される。本発明の実施形態が詳細に説明されたが、様々な変更、代替、およ
び改変が、本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく、それに対して行われ得ること
を理解されたい。
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