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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主マイクによって収集された第１の音声信号と、補助マイクによって収集された第２の
音声信号とを取得する段階と、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関
係に従って音声信号処理ポリシーを決定する段階と、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
段階であって、前記音声信号処理ポリシーは、前記ピア通信端末に送信されるべき前記音
声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使用
される、段階と、
　を備え、
　前記音声信号処理ポリシーは第１の音声信号処理ポリシーを含み、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と前記第２の音声信号のボリュームの値との関係
に従って音声信号処理ポリシーを決定する前記段階は、
　前記第１の音声信号の前記ボリュームが、前記第２の音声信号の前記ボリュームより小
さい場合、前記音声信号処理ポリシーは前記第１の音声信号処理ポリシーであると決定す
る段階であり、
　前記第１の音声信号処理ポリシーは、前記補助マイクによって収集された前記第２の音
声信号を前記ピア通信端末に送信することを含む
　通信デバイスのための音声信号を処理するための方法。
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【請求項２】
　主マイクによって収集された第１の音声信号と、補助マイクによって収集された第２の
音声信号とを取得する段階と、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関
係に従って音声信号処理ポリシーを決定する段階と、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
段階であって、前記音声信号処理ポリシーは、前記ピア通信端末に送信されるべき前記音
声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使用
される、段階と、
　を備え、
　前記音声信号処理ポリシーは第３の音声信号処理ポリシーを含み、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と前記第２の音声信号のボリュームの値との関係
に従って音声信号処理ポリシーを決定する前記段階は、
　前記第１の音声信号の前記ボリュームが前記第２の音声信号の前記ボリュームと等しい
場合、前記音声信号処理ポリシーは前記第３の音声信号処理ポリシーであると決定する段
階であり、
　前記第３の音声信号処理ポリシーは、
　前記第２の音声信号の前記ボリュームを下げ、前記第１の音声信号と、ボリュームが下
げられた前記第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第４の音声信号を得
、前記第４の音声信号を前記ピア通信端末に送信することを含む
　通信デバイスのための音声信号を処理するための方法。
【請求項３】
　主マイクによって収集された第１の音声信号と、補助マイクによって収集された第２の
音声信号とを取得する段階と、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関
係に従って音声信号処理ポリシーを決定する段階と、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
段階であって、前記音声信号処理ポリシーは、前記ピア通信端末に送信されるべき前記音
声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使用
される、段階と、
　を備え、
　前記音声信号処理ポリシーは第１の音声信号処理ポリシーを含み、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と前記第２の音声信号のボリュームの値との関係
に従って音声信号処理ポリシーを決定する前記段階は、
　前記第１の音声信号の前記ボリュームが、前記第２の音声信号の前記ボリュームより小
さい場合、前記音声信号処理ポリシーは前記第１の音声信号処理ポリシーであると決定す
る段階であり、
　前記第１の音声信号処理ポリシーは、前記第２の音声信号の前記ボリュームが前記事前
設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいかどうかを決定することであり
、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
前記段階は、
　前記第２の音声信号の前記ボリュームが、前記事前設定されたボリューム閾値より大き
い、又はそれに等しい場合、前記補助マイクによって収集された前記第２の音声信号を前
記ピア通信端末に送信する段階、又は、前記第２の音声信号の前記ボリュームが、前記事
前設定されたボリューム閾値より小さい場合、前記第２の音声信号の前記ボリュームを上
げ、ボリュームが上げられた前記第２の音声信号を前記ピア通信端末に送信する段階であ
って、前記第２の音声信号の前記ボリュームは、前記事前設定されたボリューム閾値より
大きい、又はそれに等しいボリュームまで上げられる、段階である、
　通信デバイスのための音声信号を処理するための方法。
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【請求項４】
　主マイクによって収集された第１の音声信号と、補助マイクによって収集された第２の
音声信号とを取得する段階と、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関
係に従って音声信号処理ポリシーを決定する段階と、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
段階であって、前記音声信号処理ポリシーは、前記ピア通信端末に送信されるべき前記音
声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使用
される、段階と、
　を備え、
　前記音声信号処理ポリシーは第２の音声信号処理ポリシーを含み、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と前記第２の音声信号のボリュームの値との関係
に従って音声信号処理ポリシーを決定する前記段階は、
　前記第１の音声信号の前記ボリュームが前記第２の音声信号の前記ボリュームより大き
い場合、前記音声信号処理ポリシーは前記第２の音声信号処理ポリシーであると決定する
段階であり、
　前記第２の音声信号処理ポリシーは、
　前記第１の音声信号と前記第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第３
の音声信号を得、
　前記第３の音声信号のボリュームが前記事前設定されたボリューム閾値より大きい、又
はそれに等しいかどうかを決定することであり、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
前記段階は、
　前記第３の音声信号の前記ボリュームが前記事前設定されたボリューム閾値より大きい
、又はそれに等しい場合、前記第３の音声信号を前記ピア通信端末に送信する段階、又は
、前記第３の音声信号の前記ボリュームが、前記事前設定されたボリューム閾値より小さ
い場合、ボリューム増幅処理オペレーションを実行して、前記ボリューム増幅処理オペレ
ーションの実行後の前記音声信号を前記ピア通信端末に送信する段階であって、前記音声
信号の前記ボリュームは、前記ボリューム増幅処理オペレーションの実行後、前記事前設
定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいボリュームまで上げられている、
段階である、
　通信デバイスのための音声信号を処理するための方法。
【請求項５】
　主マイクによって収集された第１の音声信号と、補助マイクによって収集された第２の
音声信号とを取得する段階と、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関
係に従って音声信号処理ポリシーを決定する段階と、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
段階であって、前記音声信号処理ポリシーは、前記ピア通信端末に送信されるべき前記音
声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使用
される、段階と、
　を備え、
　前記音声信号処理ポリシーは第３の音声信号処理ポリシーを含み、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と前記第２の音声信号のボリュームの値との関係
に従って音声信号処理ポリシーを決定する前記段階は、
　前記第１の音声信号の前記ボリュームが前記第２の音声信号の前記ボリュームと等しい
場合、前記音声信号処理ポリシーは前記第３の音声信号処理ポリシーであると決定する段
階であり、
　前記第３の音声信号処理ポリシーは、
　前記第２の音声信号の前記ボリュームを下げ、前記第１の音声信号と、ボリュームが下
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げられた前記第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第４の音声信号を得
、
　前記第４の音声信号のボリュームが前記事前設定されたボリューム閾値より大きい、又
はそれに等しいかどうかを決定することであり、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
前記段階は、
　前記第４の音声信号の前記ボリュームが前記事前設定されたボリューム閾値より大きい
、又はそれに等しい場合、前記第４の音声信号を前記ピア通信端末に送信する段階、又は
、前記第４の音声信号の前記ボリュームが前記事前設定されたボリューム閾値より小さい
場合、ボリューム増幅処理オペレーションを実行し、前記ボリューム増幅処理オペレーシ
ョンの実行後の前記音声信号を前記ピア通信端末に送信する段階であって、前記ボリュー
ム増幅処理オペレーションの実行後、前記音声信号の前記ボリュームは、前記事前設定さ
れたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいボリュームまで上げられている、段階
である、
　通信デバイスのための音声信号を処理するための方法。
【請求項６】
　ボリューム増幅処理オペレーションを実行し、前記ボリューム増幅処理オペレーション
の実行後の前記音声信号を前記ピア通信端末に送信する前記段階であって、前記音声信号
の前記ボリュームは、前記ボリューム増幅処理オペレーションの実行後、前記事前設定さ
れたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいボリュームまで上げられている、前記
段階は、
　前記第２の音声信号の前記ボリュームを下げ、前記第１の音声信号と、ボリュームが下
げられた前記第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第５の音声信号を得
、前記第５の音声信号を前記ピア通信端末に送信する段階であって、前記第５の音声信号
のボリュームは、前記事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい、段
階、又は、
　前記第１の音声信号の前記ボリュームを上げ、ボリュームが上げられた前記第１の音声
信号と、前記第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第６の音声信号を得
、前記第６の音声信号を前記ピア通信端末に送信する段階であって、前記第６の音声信号
のボリュームは、前記事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい、段
階、又は、
　前記第２の音声信号の前記ボリュームを下げ、前記第１の音声信号の前記ボリュームを
上げ、ボリュームが上げられた前記第１の音声信号と、ボリュームが下げられた前記第２
の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第７の音声信号を得、前記第７の音声
信号を前記ピア通信端末に送信する段階であって、前記第７の音声信号のボリュームは、
前記事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい、段階を含む、請求項
４又は５に記載の方法。
【請求項７】
　主マイクによって収集された第１の音声信号と、補助マイクによって収集された第２の
音声信号とを取得する段階と、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関
係に従って音声信号処理ポリシーを決定する段階と、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
段階であって、前記音声信号処理ポリシーは、前記ピア通信端末に送信されるべき前記音
声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使用
される、段階と、
　を備え、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関
係に従って音声信号処理ポリシーを決定する前記段階の前に、
　前記第１の音声信号の前記ボリュームと、前記第２の音声信号の前記ボリュームとが、
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最小ボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいかどうかを決定する段階と、
　前記第１の音声信号の前記ボリュームと、前記第２の音声信号の前記ボリュームとが共
に前記最小ボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい場合、前記第１の音声信号のボ
リュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関係に従って音声信号処理ポ
リシーを決定する前記段階を実行する段階とを更に備え、
　前記最小ボリューム閾値は前記事前設定されたボリューム閾値より小さい、
　通信デバイスのための音声信号を処理するための方法。
【請求項８】
　前記最小ボリューム閾値は２０ｄｂであり、前記事前設定されたボリューム閾値は４０
ｄｂである、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　通信デバイスのための音声信号を処理するためのデバイスであって、
　第１の音声信号を収集する主マイクと、
　第２の音声信号を収集する補助マイクと、
　前記主マイクによって収集された前記第１の音声信号と、前記補助マイクによって収集
された前記第２の音声信号とを取得する受信機と、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関
係に従って音声信号処理ポリシーを決定するプロセッサと、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
送信機とを備え、前記音声信号処理ポリシーは、前記ピア通信端末に送信されるべき前記
音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使
用され、
　前記音声信号処理ポリシーは第１の音声信号処理ポリシーを含み、
　前記プロセッサは、
　前記第１の音声信号の前記ボリュームが、前記第２の音声信号の前記ボリュームより小
さい場合、前記音声信号処理ポリシーは前記第１の音声信号処理ポリシーであると決定し
、
　前記第１の音声信号処理ポリシーは、前記補助マイクによって収集された前記第２の音
声信号を前記ピア通信端末に送信することを含む
　デバイス。
【請求項１０】
　通信デバイスのための音声信号を処理するためのデバイスであって、
　第１の音声信号を収集する主マイクと、
　第２の音声信号を収集する補助マイクと、
　前記主マイクによって収集された前記第１の音声信号と、前記補助マイクによって収集
された前記第２の音声信号とを取得する受信機と、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関
係に従って音声信号処理ポリシーを決定するプロセッサと、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
送信機とを備え、前記音声信号処理ポリシーは、前記ピア通信端末に送信されるべき前記
音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使
用され、
　前記音声信号処理ポリシーは第３の音声信号処理ポリシーを含み、
　前記プロセッサは、
　前記第１の音声信号の前記ボリュームが前記第２の音声信号の前記ボリュームと等しい
場合、前記音声信号処理ポリシーは前記第３の音声信号処理ポリシーであると決定し、
　前記第３の音声信号処理ポリシーは、
　前記第２の音声信号の前記ボリュームを下げ、前記第１の音声信号と、ボリュームが下
げられた前記第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第４の音声信号を得
、前記第４の音声信号を前記ピア通信端末に送信することを含む
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　デバイス。
【請求項１１】
　通信デバイスのための音声信号を処理するためのデバイスであって、
　第１の音声信号を収集する主マイクと、
　第２の音声信号を収集する補助マイクと、
　前記主マイクによって収集された前記第１の音声信号と、前記補助マイクによって収集
された前記第２の音声信号とを取得する受信機と、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関
係に従って音声信号処理ポリシーを決定するプロセッサと、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
送信機とを備え、前記音声信号処理ポリシーは、前記ピア通信端末に送信されるべき前記
音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使
用され、
　前記音声信号処理ポリシーは第１の音声信号処理ポリシーを含み、
　前記プロセッサは、
　前記第１の音声信号の前記ボリュームが、前記第２の音声信号の前記ボリュームより小
さい場合、前記音声信号処理ポリシーは前記第１の音声信号処理ポリシーであると決定し
、
　前記第１の音声信号処理ポリシーは、
　前記第２の音声信号の前記ボリュームが、前記事前設定されたボリューム閾値より大き
い、又はそれに等しいかどうかを決定することであり、
　前記送信機は、
　前記第２の音声信号の前記ボリュームが、前記事前設定されたボリューム閾値より大き
い、又はそれに等しい場合、前記補助マイクによって収集された前記第２の音声信号を前
記ピア通信端末に送信する、又は、前記第２の音声信号の前記ボリュームが、前記事前設
定されたボリューム閾値より小さい場合、前記第２の音声信号の前記ボリュームを上げ、
ボリュームが上げられた前記第２の音声信号を前記ピア通信端末に送信し、前記第２の音
声信号の前記ボリュームは、前記事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに
等しいボリュームまで上げられる、
　デバイス。
【請求項１２】
　通信デバイスのための音声信号を処理するためのデバイスであって、
　第１の音声信号を収集する主マイクと、
　第２の音声信号を収集する補助マイクと、
　前記主マイクによって収集された前記第１の音声信号と、前記補助マイクによって収集
された前記第２の音声信号とを取得する受信機と、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関
係に従って音声信号処理ポリシーを決定するプロセッサと、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
送信機とを備え、前記音声信号処理ポリシーは、前記ピア通信端末に送信されるべき前記
音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使
用され、
　前記音声信号処理ポリシーは、更に第２の音声信号処理ポリシーを含み、
　前記プロセッサは、
　前記第１の音声信号の前記ボリュームが前記第２の音声信号の前記ボリュームより大き
い場合、前記音声信号処理ポリシーは前記第２の音声信号処理ポリシーであると決定し、
　前記第２の音声信号処理ポリシーは、
　前記第１の音声信号と前記第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第３
の音声信号を得、
　前記第３の音声信号のボリュームが、前記事前設定されたボリューム閾値より大きい、
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又はそれに等しいかどうかを決定することであり、
　前記送信機は、
　前記第３の音声信号の前記ボリュームが、前記事前設定されたボリューム閾値より大き
い、又はそれに等しい場合、前記第３の音声信号を前記ピア通信端末に送信する、又は、
前記第３の音声信号の前記ボリュームが、前記事前設定されたボリューム閾値より小さい
場合、ボリューム増幅処理オペレーションを実行し、前記ボリューム増幅処理オペレーシ
ョンの実行後の前記音声信号を前記ピア通信端末に送信し、前記ボリューム増幅処理オペ
レーションの実行後、前記音声信号の前記ボリュームは、前記事前設定されたボリューム
閾値より大きい、又はそれに等しいボリュームまで上げられている、
　デバイス。
【請求項１３】
　通信デバイスのための音声信号を処理するためのデバイスであって、
　第１の音声信号を収集する主マイクと、
　第２の音声信号を収集する補助マイクと、
　前記主マイクによって収集された前記第１の音声信号と、前記補助マイクによって収集
された前記第２の音声信号とを取得する受信機と、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関
係に従って音声信号処理ポリシーを決定するプロセッサと、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
送信機とを備え、前記音声信号処理ポリシーは、前記ピア通信端末に送信されるべき前記
音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使
用され、
　前記音声信号処理ポリシーは第３の音声信号処理ポリシーを含み、
　前記プロセッサは、
　前記第１の音声信号の前記ボリュームが、前記第２の音声信号の前記ボリュームと等し
い場合、前記音声信号処理ポリシーは前記第３の音声信号処理ポリシーであると決定し、
　前記第３の音声信号処理ポリシーは、
　前記第２の音声信号の前記ボリュームを下げ、前記第１の音声信号と、ボリュームが下
げられた前記第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第４の音声信号を得
、
　前記第４の音声信号のボリュームが前記事前設定されたボリューム閾値より大きい、又
はそれに等しいかどうかを決定することであり、
　前記送信機は、
　前記第４の音声信号の前記ボリュームが、前記事前設定されたボリューム閾値より大き
い、又はそれに等しい場合、前記第４の音声信号を前記ピア通信端末に送信する、又は、
前記第４の音声信号の前記ボリュームが、前記事前設定されたボリューム閾値より小さい
場合、ボリューム増幅処理オペレーションを実行し、前記ボリューム増幅処理オペレーシ
ョンの実行後の前記音声信号を前記ピア通信端末に送信し、前記ボリューム増幅処理オペ
レーションの実行後、前記音声信号の前記ボリュームは、前記事前設定されたボリューム
閾値より大きい、又はそれに等しいボリュームまで上げられている、
　デバイス。
【請求項１４】
　前記送信機は、
　前記第２の音声信号の前記ボリュームを下げ、前記第１の音声信号と、ボリュームが下
げられた前記第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して、そのボリュームが
前記事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい第５の音声信号を得、
前記第５の音声信号を前記ピア通信端末に送信する、
　又は、
　前記第１の音声信号の前記ボリュームを上げ、ボリュームが上げられた前記第１の音声
信号と、前記第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して、そのボリュームが
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、前記事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい第６の音声信号を得
、前記第６の音声信号を前記ピア通信端末に送信する、
　又は、
　前記第２の音声信号の前記ボリュームを下げ、前記第１の音声信号の前記ボリュームを
上げ、ボリュームが上げられた前記第１の音声信号と、ボリュームが下げられた前記第２
の音声信号との間で音響フィルタリングを実行し、そのボリュームが、前記事前設定され
たボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい第７の音声信号を得、前記第７の音声信
号を前記ピア通信端末に送信する、請求項１２又は１３に記載のデバイス。
【請求項１５】
　通信デバイスのための音声信号を処理するためのデバイスであって、
　第１の音声信号を収集する主マイクと、
　第２の音声信号を収集する補助マイクと、
　前記主マイクによって収集された前記第１の音声信号と、前記補助マイクによって収集
された前記第２の音声信号とを取得する受信機と、
　前記第１の音声信号のボリュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関
係に従って音声信号処理ポリシーを決定するプロセッサと、
　ピア通信端末に送信されるべき音声信号を前記音声信号処理ポリシーに従って決定する
送信機とを備え、前記音声信号処理ポリシーは、前記ピア通信端末に送信されるべき前記
音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使
用され、
　前記プロセッサは更に、
　前記第１の音声信号の前記ボリューム、及び前記第２の音声信号の前記ボリュームが、
最小ボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいかどうかを決定し、
　前記第１の音声信号の前記ボリューム、及び前記第２の音声信号の前記ボリュームが共
に、前記最小ボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい場合、前記第１の音声信号の
ボリュームの値と、前記第２の音声信号のボリュームの値との関係に従った音声信号処理
ポリシーの前記決定を実行し、
　前記最小ボリューム閾値は、前記事前設定されたボリューム閾値より小さい、
　デバイス。
【請求項１６】
　前記最小ボリューム閾値は２０ｄｂであり、前記事前設定されたボリューム閾値は４０
ｄｂである、請求項１５に記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信技術に関し、具体的には、通信デバイスのための音声信号を処理するため
の方法及びデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信技術の発展に伴い、携帯無線機、短波無線局、及び携帯電話などのスマート端末機
を含む複数の通信デバイス製品がますます広く使用されている。
【０００３】
　雑音環境においてクリアな音声通信を実施すべく、先行技術では、ノイズを排除するた
めに、マイクを使用したノイズ低減方法が使用される必要がある。故に、従来技術の通信
デバイスには２つのタイプのマイクが通常配置されている。１つは、主マイクであり、も
う１つは補助マイクである。通常、主マイクがただ１つ配置され、補助マイクが１又は複
数配置されてよい。主マイクは通話中にユーザによって使用されるマイクであり、ユーザ
によって生成される音声信号を収集するよう構成されており、補助マイクは、通信デバイ
スの周辺の周囲ノイズ信号を収集するよう構成されている。主マイクによって収集された
音声信号と、補助マイクによって収集された周囲ノイズ信号との間で音響フィルタリング
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を実行することで、ノイズ低減音声信号が得られてよく、当該ノイズ低減音声信号はピア
通信端末に転送される、これにより、ピア通信端末のユーザは比較的クリアな音声を聞く
ことができる。
【０００４】
　しかしながら、主マイク及び補助マイクを使用してノイズが低減された通信デバイスが
使用された場合、ピア通信端末のユーザが聞く音声のボリュームが非常に小さい、又は、
音が全く聞こえないという問題が起きることが多い。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の実施形態は通信デバイスのための音声信号を処理するための方法及びデバイス
を提供して、通信プロセスにおいて、ピア通信端末のユーザが聞く音声のボリュームが小
さい、又は、音が全く聞こえないという問題を解決する。
【０００６】
　第１態様によると、本発明の実施形態は、通信デバイスのための音声信号を処理するた
めの方法を提供する。当該方法は、主マイクによって収集された第１の音声信号と、補助
マイクによって収集された第２の音声信号とを取得する段階と、第１の音声信号のボリュ
ームの値と、第２の音声信号のボリュームの値との関係に従って音声信号処理ポリシーを
決定し、ピア通信端末に送信されるべき音声信号を当該音声信号処理ポリシーに従って決
定する段階であって、当該音声信号処理ポリシーは、ピア通信端末に送信されるべき音声
信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使用さ
れる、段階とを備える。
【０００７】
　第１態様を参照して、第１態様の第１の可能な実装方式において、当該音声信号処理ポ
リシーは第１の音声信号処理ポリシーを含み、第１の音声信号のボリュームの値と、第２
の音声信号のボリュームの値との関係に従って音声信号処理ポリシーを決定する段階は具
体的に、第１の音声信号のボリュームが第２の音声信号のボリュームより小さい場合、音
声信号処理ポリシーは第１の音声信号処理ポリシーであると決定する段階であり、第１の
音声信号処理ポリシーは、第２の音声信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値
より大きい、又はそれに等しいかどうかを決定することであり、ピア通信端末に送信され
るべき音声信号を音声信号処理ポリシーに従って決定する段階は具体的に、第２の音声信
号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい場合、補
助マイクによって収集された第２の音声信号をピア通信端末に送信する段階、又は、第２
の音声信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値より小さい場合、第２の音声信
号のボリュームを上げ、ボリュームが上げられた第２の音声信号をピア通信端末に送信す
る段階であって、第２の音声信号のボリュームは、事前設定されたボリューム閾値より大
きい、又はそれに等しいボリュームまで上げられる、段階である。
【０００８】
　第１態様を参照して、第１態様の第２の可能な実装方式において、音声信号処理ポリシ
ーは第２の音声信号処理ポリシーを含み、第１の音声信号のボリュームの値と第２の音声
信号のボリュームの値との関係に従って音声信号処理ポリシーを決定する段階は具体的に
、第１の音声信号のボリュームが第２の音声信号のボリュームより大きい場合、音声信号
処理ポリシーは第２の音声信号処理ポリシーであると決定する段階であって、当該第２の
音声信号処理ポリシーは、第１の音声信号と第２の音声信号との間で音響フィルタリング
を実行して第３の音声信号を得、第３の音声信号のボリュームが事前設定されたボリュー
ム閾値より大きい、又はそれに等しいかどうかを決定することであると決定する段階であ
り、ピア通信端末に送信されるべき音声信号を音声信号処理ポリシーに従って決定する段
階は具体的に、第３の音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より大き
い、又はそれに等しい場合、第３の音声信号をピア通信端末に送信する段階、又は、第３
の音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より小さい場合、ボリューム
増幅処理オペレーションを実行し、ボリューム増幅処理オペレーション実行後の音声信号
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をピア通信端末に送信する段階であって、音声信号のボリュームは、ボリューム増幅処理
オペレーション実行後、事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいボ
リュームまで上げられている、段階である。
【０００９】
　第１態様を参照して、第１態様の第３の可能な実装方式において、音声信号処理ポリシ
ーは第３の音声信号処理ポリシーを含み、第１の音声信号のボリュームの値と第２の音声
信号のボリュームの値との関係に従って音声信号処理ポリシーを決定する段階は具体的に
、第１の音声信号のボリュームが第２の音声信号のボリュームと等しい場合、音声信号処
理ポリシーは第３の音声信号処理ポリシーであると決定し、当該第３の音声信号処理ポリ
シーは、第２の音声信号のボリュームを下げ、第１の音声信号と、ボリュームが下げられ
た第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第４の音声信号を得、第４の音
声信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいかど
うかを決定することであり、ピア通信端末に送信されるべき音声信号を音声信号処理ポリ
シーに従って決定する段階は具体的に、第４の音声信号のボリュームが事前設定されたボ
リューム閾値より大きい、又はそれに等しい場合、第４の音声信号をピア通信端末に送信
する段階、又は、第４の音声信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値より小さ
い場合、ボリューム増幅処理オペレーションを実行し、ボリューム増幅処理オペレーショ
ン実行後の音声信号をピア通信端末に送信する段階であって、ボリューム増幅処理オペレ
ーションの実行後、音声信号のボリュームは、事前設定されたボリューム閾値より大きい
、又はそれに等しいボリュームまで上げられている、段階である。
【００１０】
　第１態様の第２又は第３の可能な実装方式を参照して、第１態様の第４の可能な実装方
式において、ボリューム増幅処理オペレーションを実行し、ボリューム増幅処理オペレー
ション実行後の音声信号をピア通信端末に送信する段階であって、ボリューム増幅処理オ
ペレーション実行後、音声信号のボリュームは、事前設定されたボリューム閾値より大き
い、又はそれに等しいボリュームまで上げられている、段階は、第２の音声信号のボリュ
ームを下げ、第１の音声信号と、ボリュームが下げられた第２の音声信号との間で音響フ
ィルタリングを実行して、第５の音声信号を得、第５の音声信号をピア通信端末に送信す
る段階であって、第５の音声信号のボリュームは事前設定されたボリューム閾値より大き
い、又はそれに等しい、段階、又は、第１の音声信号のボリュームを上げ、ボリュームが
上げられた第１の音声信号と、第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第
６の音声信号を得、第６の音声信号をピア通信端末に送信する段階であって、第６の音声
信号のボリュームは、事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい、段
階、又は、第２の音声信号のボリュームを下げ、第１の音声信号のボリュームを上げ、ボ
リュームが上げられた第１の音声信号と、ボリュームが下げられた第２の音声信号との間
で音響フィルタリングを実行して第７の音声信号を得、第７の音声信号をピア通信端末に
送信する段階であって、第７の音声信号のボリュームは、事前設定されたボリューム閾値
より大きい、又はそれに等しい、段階を含む。
【００１１】
　第１態様、又は、第１態様の第１から第４の可能な実装方式の何れか１つを参照して、
第１態様の第５の可能な実装方式において、第１の音声信号のボリュームの値と第２の音
声信号のボリュームの値との関係に従って音声信号処理ポリシーを決定する段階の前に、
当該方法は更に、第１の音声信号のボリュームと第２の音声信号のボリュームとが、最小
ボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいかどうかを決定する段階と、第１の音声信
号のボリュームと、第２の音声信号のボリュームとが共に、最小ボリューム閾値より大き
い、又はそれに等しい場合、第１の音声信号のボリュームの値と第２の音声信号のボリュ
ームの値との関係に従って音声信号処理ポリシーを決定する段階を実行する段階とを備え
、当該最小ボリューム閾値は、事前設定されたボリューム閾値より小さい。
【００１２】
　第１態様の第５の可能な実装方式を参照して、第１態様の第６の可能な実装方式におい
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て、最小ボリューム閾値は２０ｄｂであり、事前設定されたボリューム閾値は４０ｄｂで
ある。
【００１３】
　第２態様によると、本発明の実施形態は、音声信号を処理するためのデバイスを提供す
る。当該デバイスは、第１の音声信号を収集するよう構成された主マイクと、第２の音声
信号を収集するよう構成された補助マイクと、主マイクによって収集された第１の音声信
号、及び補助マイクによって収集された第２の音声信号を取得するよう構成された受信機
と、第１の音声信号のボリュームの値と第２の音声信号のボリュームの値との関係に従っ
て音声信号処理ポリシーを決定するよう構成されたプロセッサと、ピア通信端末に送信さ
れるべき音声信号を音声信号処理ポリシーに従って決定するよう構成された送信機とを備
え、当該音声信号処理ポリシーは、ピア通信端末に送信されるべき音声信号のボリューム
が、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使用される。
【００１４】
　第２態様を参照して、第２態様の第１の可能な実装方式において、音声信号処理ポリシ
ーは第１の音声信号処理ポリシーを含み、プロセッサは具体的に、第１の音声信号のボリ
ュームが第２の音声信号のボリュームより小さい場合、音声信号処理ポリシーは第１の音
声信号処理ポリシーであると決定するよう構成され、当該第１の音声信号処理ポリシーは
、第２の音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれ
に等しいかどうかを決定することであり、送信機は具体的に、第２の音声信号のボリュー
ムが、事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい場合、補助マイクに
よって収集された第２の音声信号をピア通信端末に送信する、又は、第２の音声信号のボ
リュームが、事前設定されたボリューム閾値より小さい場合、第２の音声信号のボリュー
ムを上げ、ボリュームが上げられた第２の音声信号をピア通信端末に送信するよう構成さ
れており、第２の音声信号のボリュームは、事前設定されたボリューム閾値より大きい、
又はそれに等しいボリュームまで上げられる。
【００１５】
　第２態様を参照して、第２態様の第２の可能な実装方式において、音声信号処理ポリシ
ーは更に第２の音声信号処理ポリシーを含み、プロセッサは具体的に、第１の音声信号の
ボリュームが第２の音声信号のボリュームより大きい場合、音声信号処理ポリシーは第２
の音声信号処理ポリシーであると決定するよう構成されており、当該第２の音声信号処理
ポリシーは、第１の音声信号と第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第
３の音声信号を得、第３の音声信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値より大
きい、又はそれに等しいかどうかを決定することであり、送信機は具体的に、第３の音声
信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい場合、
第３の音声信号をピア通信端末に送信する、又は、第３の音声信号のボリュームが、事前
設定されたボリューム閾値より小さい場合、ボリューム増幅処理オペレーションを実行し
、ボリューム増幅処理オペレーション実行後の音声信号をピア通信端末に送信するよう構
成され、ボリューム増幅処理オペレーション実行後、音声信号のボリュームは、事前設定
されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいボリュームまで上げられている。
【００１６】
　第２態様を参照して、第２態様の第３の可能な実装方式において、音声信号処理ポリシ
ーは第３の音声信号処理ポリシーを含み、プロセッサは具体的に、第１の音声信号のボリ
ュームが第２の音声信号のボリュームと等しい場合、音声信号処理ポリシーは、第３の音
声信号処理ポリシーであると決定するよう構成されており、当該第３の音声信号処理ポリ
シーは、第２の音声信号のボリュームを下げ、第１の音声信号と、ボリュームが下げられ
た第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第４の音声信号を得、第４の音
声信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいかど
うかを決定することであり、送信機は具体的に、第４の音声信号のボリュームが事前設定
されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい場合、第４の音声信号をピア通信端
末に送信する、又は、第４の音声信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値より
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小さい場合、ボリューム増幅処理オペレーションを実行し、ボリューム増幅処理オペレー
ション実行後の音声信号をピア通信端末に送信するよう構成されており、ボリューム増幅
処理オペレーション実行後、音声信号のボリュームは事前設定されたボリューム閾値より
大きい、又はそれに等しいボリュームまで上げられている。
【００１７】
　第２態様の第２又は第３の可能な実装方式を参照して、第２態様の第４の可能な実装方
式において、送信機は具体的に、第２の音声信号のボリュームを下げ、第１の音声信号と
、ボリュームが下げられた第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して、その
ボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい第５の音声
信号を得、第５の音声信号をピア通信端末に送信する、又は、第１の音声信号のボリュー
ムを上げ、ボリュームが上げられた第１の音声信号と、第２の音声信号との間で音響フィ
ルタリングを実行して、そのボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より大きい、
又はそれに等しい第６の音声信号を得、第６の音声信号をピア通信端末に送信する、又は
、第２の音声信号のボリュームを下げ、第１の音声信号のボリュームを上げ、ボリューム
が上げられた第１の音声信号と、ボリュームが下げられた第２の音声信号との間で音響フ
ィルタリングを実行して、そのボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より大きい
、又はそれに等しい第７の音声信号を得、第７の音声信号をピア通信端末に送信するよう
構成されている。
【００１８】
　第２態様、又は、第２態様の第１から第４の可能な実装方式の何れか１つを参照して、
第２態様の第５の可能な実装方式において、プロセッサは更に、第１の音声信号のボリュ
ーム及び第２の音声信号のボリュームが最小ボリューム閾値より大きい、又はそれに等し
いかどうかを決定し、第１の音声信号のボリューム及び第２の音声信号のボリュームが共
に最小ボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい場合、第１の音声信号のボリューム
の値と第２の音声信号のボリュームの値との関係に従って音声信号処理ポリシーを決定す
る段階を実行するよう構成されており、当該最小ボリューム閾値は事前設定されたボリュ
ーム閾値より小さい。
【００１９】
　第２態様の第５の可能な実装方式を参照して、第２態様の第６の可能な実装方式におい
て、最小ボリューム閾値は２０ｄｂであり、事前設定されたボリューム閾値は４０ｄｂで
ある。
【００２０】
　本発明の実施形態において提供されている通信デバイスのための音声信号を処理するた
めの方法及びデバイスによると、主マイクによって収集された第１の音声信号のボリュー
ムの値と、補助マイクによって収集された第２の音声信号のボリュームの値との関係が比
較によって取得されて音声信号処理ポリシーが決定され、これにより、音声信号処理ポリ
シーが使用された後、ピア通信端末に送信されるべき音声信号のボリュームが事前設定さ
れたボリューム閾値を上回り、通信プロセスにおいて、ピア通信端末のユーザが聞く音声
のボリュームが小さい、又は音が全く聞こえないという問題を解決する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　本発明の実施形態における、又は従来技術における技術的解決手段をより明確に説明す
べく、実施形態又は従来技術を説明するために必要な添付の図面を以下で簡潔に説明する
。以下の説明における添付の図面は本発明のいくつかの実施形態を示すに過ぎず、当業者
ならば、創造努力なくこれらの添付の図面から他の図面を更に導き出し得ることは明らか
である。
【００２２】
【図１】本発明に係る、音声信号を処理するための方法の実施形態のフローチャートであ
る。
【００２３】
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【図２】本発明に係る、音声信号を処理するための方法の別の実施形態のフローチャート
である。
【００２４】
【図３】本発明に係る、音声信号を処理するための方法の更に別の実施形態のフローチャ
ートである。
【００２５】
【図４】本発明に係る、音声信号を処理するための方法の更に別の実施形態のフローチャ
ートである。
【００２６】
【図５】本発明に係る、音声信号を処理するためのデバイスの実施形態の概略構造図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の実施形態における添付の図面を参照して、本発明の実施形態における技術的解
決手段を以下で明確かつ完全に説明する。説明されている実施形態が、本発明の実施形態
の一部に過ぎず、全部ではないことは明らかである。創造努力なく、本発明の実施形態に
基づいて当業者によって得られた他の全ての実施形態は、本発明の保護範囲内に含まれる
ものである。
【００２８】
　ピア通信端末において聞かれる音声のボリュームが非常に小さい、又は、音が全く聞こ
えないという従来技術における問題は、本発明者によって詳細に分析され、以下の結果が
得られている。
【００２９】
　通信デバイス上の主マイク及び補助マイクは異なる位置に配置され、主マイクは通常、
通信デバイスの下方端部に配置され、補助マイクは下方端部に配置される、若しくは、側
端部に配置されてよい、又は、別の配置方法が使用される。しかしながら、何れの配置位
置が使用されるかに関わらず、通信プロセスにおけるユーザの異なる保持の所作が、主マ
イクとユーザとの間の異なる相対距離、及び補助マイクとユーザとの間の異なる相対距離
をもたらす。その結果、主マイクによって収集された音声信号のボリューム、及び補助マ
イクによって収集された音声信号のボリュームは異なり、ノイズを低減させるべく、主マ
イクによって収集された音声信号と補助マイクによって収集された音声信号との間で音響
フィルタリングが実行された後、ピア通信端末において聞かれる音声のボリュームが非常
に小さい、又は、音が全く聞こえないという問題が生じる。故に、主マイクによって収集
された音声信号のボリュームの値と補助マイクによって収集された音声信号のボリューム
の値との関係に従って、調整が実行される必要があり、これにより、ピア通信端末に送信
される音声のボリュームはユーザの要求を満たすことができる。
【００３０】
　故に、本発明は以下の実施形態を提供する。
【００３１】
　図１は、本発明に係る、音声信号を処理するための方法の実施形態のフローチャートで
ある。図１に示されているように、当該方法は以下の段階を備える。
【００３２】
　段階１０１：主マイクによって収集された第１の音声信号と、補助マイクによって収集
された第２の音声信号とを取得する。
【００３３】
　この段階では、主マイクによって収集された第１の音声信号は、主に人によって生成さ
れた音声信号であり、補助マイクによって収集された第２の音声信号は、主に周囲ノイズ
信号である。
【００３４】
　段階１０２：第１の音声信号のボリュームの値と第２の音声信号のボリュームの値との
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関係に従って音声信号処理ポリシーを決定する。
【００３５】
　この段階では、主マイク及び補助マイクは異なる位置に配置されており、ユーザは異な
る複数の所作で通信デバイスを保持するので、主マイクによって収集される音声信号のボ
リュームと、補助マイクによって収集される音声信号のボリュームとは異なる。主マイク
によって収集され、かつ段階１０１において取得された第１の音声信号のボリュームが、
補助マイクによって収集され、かつ段階１０１において取得された第２の音声信号のボリ
ュームと比較され、音声信号処理ポリシーは、その２つの音声信号のボリュームの値の関
係に従って決定される。音声信号処理ポリシーは具体的に、ピア通信端末に送信されるべ
き音声信号がユーザの要求を満たす、すなわち、ユーザに音が聞こえるようにし、マイク
によって収集された音声信号をピア通信端末に送信する、又は、主マイク及び補助マイク
によって収集された音声信号のボリュームを調整し、音響フィルタリングを実行した後に
得られた音声信号をピア通信端末に送信することであってよい。
【００３６】
　段階１０３：ピア通信端末に送信されるべき音声信号を音声信号処理ポリシーに従って
決定する。当該音声信号処理ポリシーは、ピア通信端末に送信されるべき音声信号のボリ
ュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ることを確実にすべく使用される。
【００３７】
　段階１０２において決定された音声信号処理ポリシーに従って、マイクによって収集さ
れた音声信号が選択され、ピア通信端末に送信される、又は、主マイク及び補助マイクに
よって収集された音声信号のボリュームは対応して調整され、次に、処理後の音声信号が
ピア通信端末に送信されて、ピア通信端末に送信される音声信号のボリュームが事前設定
されたボリューム閾値を上回るということを満たし、ピア通信端末において聞かれる音声
のボリュームが小さい、又は、音が全く聞こえないという問題を克服する。事前設定され
たボリューム閾値は、通常、人の聴力機能に従って記述された、標準的な屋内での会話の
デシベル値に設定されてよい。ピア通信端末は、携帯電話、又は、通信モジュールを有す
る別の携帯端末機であってよい。
【００３８】
　この実施形態における音声信号を処理するための方法によると、主マイクによって収集
される第１の音声信号のボリュームの値と、補助マイクによって収集される第２の音声信
号のボリュームの値との関係が比較によって取得されて、音声信号処理ポリシーが決定さ
れ、これにより、音声信号処理ポリシーが使用された後、ピア通信端末に送信されるべき
音声信号のボリュームは、事前設定されたボリューム閾値を上回る。主マイクによって収
集された第１の音声信号のボリュームの値と、補助マイクによって収集された第２の音声
信号のボリュームの値との関係は分析され、異なる複数の音声信号処理ポリシーが使用さ
れる、すなわち、マイクによって収集された音声信号が、ピア通信端末に送信されるべき
音声信号として使用される、又は、第１の音声信号のボリューム若しくは第２の音声信号
のボリュームを対応して調整し、音響フィルタリングを実行した後に得られた音声信号を
ピア通信端末に送信されるべき音声信号として使用される。そうして、ピア通信端末に送
信されるべき音声信号のボリュームが、ボリューム閾値より大きくなることを確実にし、
通信プロセスにおいて、ピア通信端末のユーザが聞く音声のボリュームが小さい、又は、
音が全く聞こえないという問題を解決する。
【００３９】
　図１に示されている方法の実施形態の技術的解決手段が、いくつかの特定の実施形態を
使用して異なる複数のシナリオに従って以下で詳細に説明される。
【００４０】
　ユーザが通信デバイスを使用して音声通信を実行する場合、例えば、通常、次のように
いくつかのケースが起こる。
【００４１】
　ケース１：ユーザが通信デバイスを保持するとき、ユーザの指が主マイクの穴を塞ぐこ
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とがあり、主マイクは、ユーザによって生成される音声信号を収集することができない。
このケースでは、補助マイクが周囲ノイズ信号を正常に収集する場合、処理を通して通信
デバイスによって得られ、かつ、ピア通信端末に送信されるべき音声信号のボリュームは
「ゼロ」であってよい。
【００４２】
　ケース２：ユーザによって保持された通信デバイスのサイズが大きい場合、通信デバイ
ス上の主マイクの穴はユーザの口元から離れていることがあり、主マイクによって収集さ
れる音声信号のボリュームは比較的小さい。同様に、補助マイクが周囲ノイズ信号を正常
に収集する場合、処理を通して通信デバイスによって得られ、かつ、ピア通信端末に送信
されるべき音声信号のボリュームは、より小さくてよい、又は、もっと言えば「ゼロ」で
あってもよい。
【００４３】
　ケース３：通信デバイスがユーザから比較的離れているとき、主マイクとユーザとの間
の距離、及び、補助マイクとユーザとの間の距離はほぼ同じであってよい。このケースで
は、主マイクによって収集される音声信号のボリューム、及び、補助マイクによって収集
される音声信号のボリュームはほぼ同じであり、主マイクによって収集される音声信号、
及び、補助マイクによって収集される音声信号は互いに相殺されることがある。故に、処
理を通して通信デバイスによって得られ、かつ、ピア通信端末に送信されるべき音声信号
のボリュームは、非常に小さい、又は、もっと言えば「ゼロ」であってもよい。
【００４４】
　図２は、本発明に係る、音声信号を処理するための方法の別の実施形態のフローチャー
トである。図２に示されているように、この実施形態における音声信号を処理するための
方法は、前述のケース１において説明されたシナリオに対応しており、当該方法は、以下
の段階を含んでよい。
【００４５】
　段階２０１：主マイクによって収集された第１の音声信号と、補助マイクによって収集
された第２の音声信号とを取得する。
【００４６】
　段階２０２：第１の音声信号のボリュームが第２の音声信号のボリュームより小さい場
合、第１の音声信号処理ポリシーを使用する。
【００４７】
　この段階では、主マイクによって収集された第１の音声信号のボリュームが補助マイク
によって収集された第２の音声信号のボリュームと比較され、第１の音声信号のボリュー
ムが第２の音声信号のボリュームより小さい場合、第１の音声信号処理ポリシーが使用さ
れる。具体的に、第１の音声信号処理ポリシーは、段階２０３から段階２０５において説
明されている方法である。
【００４８】
　段階２０３：第２の音声信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値より大きい
、又はそれに等しいかどうかを決定し、そうである場合は、段階２０４を実行する、又は
、そうでない場合は段階２０５を実行する。
【００４９】
　段階２０２に基づいて、第２の音声信号のボリュームと事前設定されたボリューム閾値
との関係が更に決定され、第２の音声信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値
より大きい、又はそれに等しい場合、段階２０４が実行される、又は、そうでない場合は
段階２０５が実行される。
【００５０】
　段階２０４：補助マイクによって収集された第２の音声信号をピア通信端末に送信する
。
【００５１】
　第２の音声信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに
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等しい場合、補助マイクによって収集された第２の音声信号は、ピア通信端末に送信され
るべき音声信号として使用される。
【００５２】
　段階２０５：第２の音声信号のボリュームを上げ、ボリュームが上げられた第２の音声
信号をピア通信端末に送信する。ここで、第２の音声信号のボリュームは、事前設定され
たボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいボリュームまで上げられる。
【００５３】
　第２の音声信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値より小さい場合、第２の
音声信号のボリュームは上げられ、これにより、上げられた第２の音声信号のボリューム
はボリューム閾値を上回り、ボリュームが上げられた第２の音声信号はピア通信端末に送
信される。
【００５４】
　本発明のこの実施形態において、主マイクによって収集された第１の音声信号のボリュ
ームが、補助マイクによって収集された第２の音声信号のボリュームより小さいケースで
は、第２の音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそ
れに等しい場合、補助マイクによって収集された第２の音声信号はピア通信端末に送信さ
れ、第２の音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より小さい場合、第
２の音声信号のボリュームが上げられた後、ボリュームが上げられた第２の音声信号はピ
ア通信端末に送信されるべき音声信号として使用され、これにより、ピア通信端末に送信
されるべき音声信号のボリュームは、事前設定されたボリューム閾値を上回る。それによ
り、通信プロセスにおいて、指が主マイクの穴を塞ぐせいでピア通信端末のユーザに音が
聞こえないという問題を解決する。
【００５５】
　図３は、本発明に係る、音声信号を処理するための方法の更に別の実施形態のフローチ
ャートである。図３に示されているように、この実施形態における音声信号を処理するた
めの方法は、前述のケース２において説明されたシナリオに対応しており、当該方法は以
下の段階を含んでよい。
【００５６】
　段階３０１：主マイクによって収集された第１の音声信号と、補助マイクによって収集
された第２の音声信号とを取得する。
【００５７】
　段階３０２：第１の音声信号のボリュームが第２の音声信号のボリュームより大きい場
合、第２の音声信号処理ポリシーを使用する。
【００５８】
　主マイクによって収集された第１の音声信号のボリュームは、補助マイクによって収集
された第２の音声信号のボリュームと比較され、第１の音声信号のボリュームが第２の音
声信号のボリュームより大きい場合、第２の音声信号処理ポリシーが使用される。具体的
に、第２の音声信号処理ポリシーは、段階３０３から段階３０６において説明されている
方法である。
【００５９】
　段階３０３：第１の音声信号と第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して
第３の音声信号を得る。
【００６０】
　段階３０４：第３の音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より大き
い、又はそれに等しいかどうかを決定し、そうである場合は段階３０５を実行する、又は
、そうでない場合は段階３０６を実行する。
【００６１】
　第１の音声信号と第２の音声信号との間での音響フィルタリングの結果が、事前設定さ
れたボリューム閾値と比較され、当該結果が事前設定されたボリューム閾値より大きい、
又はそれに等しい場合、段階３０５が実行される、又は、そうでない場合、段階３０６が
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実行される。
【００６２】
　段階３０５：第３の音声信号をピア通信端末に送信する。
【００６３】
　第３の音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれ
に等しい場合、第３の音声信号はピア通信端末に送信される。
【００６４】
　段階３０６：ボリューム増幅処理オペレーションを実行し、ボリューム増幅処理オペレ
ーション実行後の音声信号をピア通信端末に送信する。ここで、ボリューム増幅処理オペ
レーション実行後、音声信号のボリュームは、事前設定されたボリューム閾値より大きい
、又はそれに等しいボリュームまで上げられている。
【００６５】
　第３の音声信号ボリュームが事前設定されたボリューム閾値より小さい場合、ボリュー
ム増幅処理オペレーションが実行され、これにより、ボリューム増幅処理オペレーション
実行後に得られ、かつ、ピア通信端末に送信される音声信号のボリュームは、事前設定さ
れたボリューム閾値を上回る。
【００６６】
　本発明のこの実施形態において、主マイクによって収集された第１の音声信号のボリュ
ームが、補助マイクによって収集された第２の音声信号のボリュームより大きいケースで
は、音響フィルタリングが第１の音声信号と第２の音声信号との間で実行されて第３の音
声信号が得られ、第３の音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より大
きい、又はそれに等しい場合、第３の音声信号はピア通信端末に送信され、第３の音声信
号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より小さい場合、ボリューム増幅処理
オペレーションが実行され、これにより、増幅処理オペレーション実行後に得られ、かつ
、ピア通信端末に送信される音声信号のボリュームは事前設定されたボリューム閾値を上
回る。それにより、通信プロセスにおいて、通信デバイスのサイズが大きく、主マイクの
穴がユーザの口元から離れているせいで、ピア通信端末のユーザが聞く音声のボリューム
が小さい、又は、音が全く聞こえないという問題を解決する。
【００６７】
　図４は、本発明に係る、音声信号を処理するための方法の更に別の実施形態のフローチ
ャートである。図４に示されているように、この実施形態における音声信号を処理するた
めの方法は、前述のケース３において説明されたシナリオに対応しており、当該方法は、
以下の段階を含んでよい。
【００６８】
　段階４０１：主マイクによって収集された第１の音声信号と、補助マイクによって収集
された第２の音声信号とを取得する。
【００６９】
　段階４０２：第１の音声信号のボリュームが第２の音声信号のボリュームと等しい場合
、第３の音声信号処理ポリシーを使用する。
【００７０】
　主マイクによって収集された第１の音声信号のボリュームは、補助マイクによって収集
された第２の音声信号のボリュームと比較され、第１の音声信号のボリュームが第２の音
声信号のボリュームと等しい場合、第３の音声信号処理ポリシーが使用される。具体的に
、第３の音声信号処理ポリシーは、段階４０３から段階４０６において説明されている方
法である。
【００７１】
　段階４０３：第２の音声信号のボリュームを下げ、第１の音声信号と、ボリュームが下
げられた第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第４の音声信号を得る。
【００７２】
　段階４０４：第４の音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より大き
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い、又はそれに等しいかどうかを決定し、そうである場合、段階４０５を実行する、又は
、そうでない場合、段階４０６を実行する。
【００７３】
　前の段階における、第１の音声信号と、ボリュームが下げられた第２の音声信号との間
での音響フィルタリングの結果が、事前設定されたボリューム閾値と比較され、当該結果
が、事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい場合、段階４０５が実
行される、又は、そうでない場合は、段階４０６が実行される。
【００７４】
　段階４０５：第４の音声信号をピア通信端末に送信する。
【００７５】
　第４の音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれ
に等しい場合、第４の音声信号はピア通信端末に送信される。
【００７６】
　段階４０６：ボリューム増幅処理オペレーションを実行し、ボリューム増幅処理オペレ
ーション実行後の音声信号をピア通信端末に送信する。ここで、ボリューム増幅処理オペ
レーション実行後、音声信号のボリュームは、事前設定されたボリューム閾値より大きい
、又はそれに等しいボリュームまで上げられている。
【００７７】
　第４の音声信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値より小さい場合、ボリュ
ーム増幅処理オペレーションが実行され、これにより、ボリューム増幅処理オペレーショ
ン実行後に得られ、かつ、ピア通信端末に送信される音声信号のボリュームは、事前設定
されたボリューム閾値を上回る。
【００７８】
　本発明のこの実施形態において、主マイクによって収集された第１の音声信号のボリュ
ームが、補助マイクによって収集された第２の音声信号のボリュームと等しいケースでは
、第２の音声信号のボリュームは下げられ、第１の音声信号と、ボリュームが下げられた
第２の音声信号との間で音響フィルタリングが実行されて第４の音声信号が得られ、第４
の音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等し
い場合、第４の音声信号がピア通信端末に送信され、第４の音声信号のボリュームが事前
設定されたボリューム閾値より小さい場合、増幅処理オペレーションが実行され、これに
より、ボリューム増幅処理オペレーション実行後に得られ、かつ、ピア通信端末に送信さ
れる音声信号のボリュームは、事前設定されたボリューム閾値を上回る。それにより、通
信プロセスにおいて、主マイクとユーザとの間の距離、及び、補助マイクとユーザとの間
の距離がほぼ同じであるせいで、主マイクによって収集された音声信号と補助マイクによ
って収集された音声信号とが互いに相殺され、ピア通信端末のユーザが聞く音声のボリュ
ームが小さい、又は、音が全く聞こえないという問題を解決する。
【００７９】
　前述された実施形態に基づいて、この実施形態では、ボリューム増幅処理オペレーショ
ンを実行し、ボリューム増幅処理オペレーション実行後の音声信号をピア通信端末に送信
する段階であって、ボリューム増幅処理オペレーション実行後、音声信号のボリュームは
事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいボリュームまで上げられて
いる、段階は、具体的に、次の方法：第２の音声信号のボリュームを下げ、第１の音声信
号と、ボリュームが下げられた第２の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して、
そのボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい第５の
音声信号を得、第５の音声信号をピア通信端末に送信する段階、又は、第１の音声信号の
ボリュームを上げ、ボリュームが上げられた第１の音声信号と、第２の音声信号との間で
音響フィルタリングを実行して、そのボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より
大きい、又はそれに等しい第６の音声信号を得、第６の音声信号をピア通信端末に送信す
る段階、又は、第２の音声信号のボリュームを下げ、第１の音声信号のボリュームを上げ
、ボリュームが上げられた第１の音声信号と、ボリュームが下げられた第２の音声信号と
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の間で音響フィルタリングを実行して、そのボリュームが、事前設定されたボリューム閾
値より大きい、又はそれに等しい第７の音声信号を得、第７の音声信号をピア通信端末に
送信する段階を使用して実施されてよい。
【００８０】
　好ましくは、この実施形態において、前述の増幅処理オペレーションでは、補助マイク
によって収集された第２の音声信号のボリュームを下げる段階が優先的に選択され、次に
、主マイクによって収集される第１の音声信号のボリュームを上げる段階が選択されて、
できるだけ音声信号の元の特徴を保つ。
【００８１】
　前述された実施形態では、第１の音声信号のボリュームの値と第２の音声信号のボリュ
ームの値との関係に従って音声信号処理ポリシーを決定する段階の前に、当該方法は更に
、第１の音声信号のボリュームと第２の音声信号のボリュームとが最小ボリューム閾値よ
り大きいかどうかを決定する段階と、第１の音声信号のボリューム及び第２の音声信号の
ボリュームが共に最小ボリューム閾値より大きい場合、第１の音声信号のボリュームの値
と第２の音声信号のボリュームの値との関係に従って音声信号処理ポリシーを決定する段
階を実行する段階とを備え、最小ボリューム閾値は事前設定されたボリューム閾値より小
さい。前述された実施形態では、取得された、主マイクによって収集された第１の音声信
号のボリューム及び補助マイクによって収集された第２の音声信号のボリュームが最小ボ
リューム閾値より大きい、又はそれに等しいことが保証される場合のみ、音声信号を処理
するための前述の方法が実行される。取得された、主マイクによって収集された第１の音
声信号のボリューム、及び、補助マイクによって収集された第２の音声信号のボリューム
が最小ボリューム閾値より小さいケースでは、ユーザは話をしない可能性が高いと考えら
れ、本発明においては何の処理も実行されない。最小ボリューム閾値は、ほとんど聞こえ
ないデシベル値であり、人の聴力機能に従って記述されたデシベル値である。
【００８２】
　好ましくは、最小ボリューム閾値は２０ｄｂであり、事前設定されたボリューム閾値は
４０ｄｂである。
【００８３】
　図５は、本発明に係る、音声信号を処理するためのデバイスの実施形態の概略構造図で
ある。図５に示されているように、この実施形態において提供されている通信デバイスの
ための音声信号を処理するためのデバイス１００は、主マイク１００４、補助マイク１０
０５、受信機１００１、プロセッサ１００２、及び送信機１００３を備え、主マイク１０
０４及び補助マイク１００５は受信機１００１に接続されており、受信機１００１及び送
信機１００３の両方はプロセッサ１００１に接続されていてよい。
【００８４】
　主マイク１００４は第１の音声信号を収集し、補助マイク１００５は第２の音声信号を
収集する。
【００８５】
　受信機１００１は、主マイク１００４によって収集された第１の音声信号と、補助マイ
ク１００５によって収集された第２の音声信号とを取得するよう構成されている。
【００８６】
　プロセッサ１００２は、第１の音声信号のボリュームの値と第２の音声信号のボリュー
ムの値との関係に従って音声信号処理ポリシーを決定するよう構成されている。
【００８７】
　送信機１００３は、音声信号処理ポリシーに従って、ピア通信端末に送信されるべき音
声信号を決定するよう構成されている。ここで、音声信号処理ポリシーは、ピア通信端末
に送信されるべき音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値を上回ること
を確実にすべく使用される。
【００８８】
　主マイク１００４は第１の音声信号を収集する、例えば、具体的には、人によって生成
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される音を収集し、補助マイク１００５は第２の音声信号を収集する、例えば、具体的に
は、背景雑音を収集する。補助マイクは、通常、通信デバイスの最上部、又は、別の位置
に配置され、補助マイクは複数あってもよい。受信機１００１は、例えば、主マイク１０
０４及び補助マイク１００５によって収集される音声信号を受信するための受信回路であ
ってよく、プロセッサ１００２は、例えば、処理ユニット（ＣＰＵ）であってよく、送信
機１００３は、例えば、音声通信チップ、又は同様のものであってよい。音声信号を処理
するためのデバイスは携帯電話、又は、通信モジュールを有する別の携帯端末機であって
よい。
【００８９】
　任意で、音声信号処理ポリシーは、第１の音声信号処理ポリシーを含み、
　プロセッサ１００２は具体的に、第１の音声信号のボリュームが第２の音声信号のボリ
ュームより小さい場合、音声信号処理ポリシーは第１の音声信号処理ポリシーであると決
定するよう構成され、当該第１の音声信号処理ポリシーは、第２の音声信号のボリューム
が、事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいかどうかを決定するこ
とであり、送信機１００３は具体的に、第２の音声信号のボリュームが、事前設定された
ボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい場合、補助マイクによって収集された第２
の音声信号をピア通信端末に送信する、又は、第２の音声信号のボリュームが事前設定さ
れたボリューム閾値より小さい場合、第２の音声信号のボリュームを上げ、ボリュームが
上げられた第２の音声信号をピア通信端末に送信するよう構成されており、第２の音声信
号のボリュームは、事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいボリュ
ームまで上げられる。
【００９０】
　音声信号処理ポリシーは更に第２の音声信号処理ポリシーを含み、
　プロセッサ１００２は具体的に、第１の音声信号のボリュームが第２の音声信号のボリ
ュームより大きい場合、音声信号処理ポリシーは第２の音声信号処理ポリシーであると決
定するよう構成されており、当該第２の音声信号処理ポリシーは、第１の音声信号と第２
の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して第３の音声信号を得、第３の音声信号
のボリュームが事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいかどうかを
決定することであり、送信機１００３は具体的に、第３の音声信号のボリュームが事前設
定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい場合、第３の音声信号をピア通信
端末に送信する、又は、第３の音声信号のボリュームが、事前設定されたボリューム閾値
より小さい場合、ボリューム増幅処理オペレーションを実行し、ボリューム増幅処理オペ
レーション実行後の音声信号をピア通信端末に送信するよう構成され、ここで、ボリュー
ム増幅処理オペレーション実行後、音声信号のボリュームは、事前設定されたボリューム
閾値より大きい、又はそれに等しいボリュームまで上げられている。
【００９１】
　音声信号処理ポリシーは更に第３の音声信号処理ポリシーを含み、
　プロセッサ１００２は具体的に、第１の音声信号のボリュームが第２の音声信号のボリ
ュームと等しい場合、音声信号処理ポリシーは、第２の音声信号のボリュームを下げ、第
１の音声信号と、ボリュームが下げられた第２の音声信号との間で音響フィルタリングを
実行して第４の音声信号を得る第３の音声信号処理ポリシーであると決定し、第４の音声
信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しいかどう
かを決定するよう構成されており、送信機１００３は具体的に、第４の音声信号のボリュ
ームが事前設定されたボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい場合、第４の音声信
号をピア通信端末に送信し、第４の音声信号のボリュームが事前設定されたボリューム閾
値より小さい場合、ボリューム増幅処理オペレーションを実行し、ボリューム増幅処理オ
ペレーション実行後の音声信号をピア通信端末に送信するよう構成されており、ここで、
ボリューム増幅処理オペレーション実行後、音声信号のボリュームは事前設定されたボリ
ューム閾値より大きい、又はそれに等しいボリュームまで上げられている。
【００９２】
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　任意で、送信機１００３は具体的に、
　第２の音声信号のボリュームを下げ、第１の音声信号と、ボリュームが下げられた第２
の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して、そのボリュームが、事前設定された
ボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい第５の音声信号を得、第５の音声信号をピ
ア通信端末に送信する、又は、
　第１の音声信号のボリュームを上げ、ボリュームが上げられた第１の音声信号と、第２
の音声信号との間で音響フィルタリングを実行して、そのボリュームが、事前設定された
ボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい第６の音声信号を得、第６の音声信号をピ
ア通信端末に送信する、又は、
　第２の音声信号のボリュームを下げ、第１の音声信号のボリュームを上げ、ボリューム
が上げられた第１の音声信号と、ボリュームが下げられた第２の音声信号との間で音響フ
ィルタリングを実行して、そのボリュームが、事前設定されたボリューム閾値より大きい
、又はそれに等しい第７の音声信号を得、第７の音声信号をピア通信端末に送信するよう
構成されている。
【００９３】
　任意で、送信機１００２は更に、
　第１の音声信号のボリューム及び第２の音声信号のボリュームが最小ボリューム閾値よ
り大きい、又はそれに等しいかどうかを決定し、第１の音声信号のボリューム及び第２の
音声信号のボリュームが共に最小ボリューム閾値より大きい、又はそれに等しい場合、第
１の音声信号のボリュームの値と第２の音声信号のボリュームの値との関係に従って、音
声信号処理ポリシーを決定する段階を実行するよう構成されており、ここで、
　最小ボリューム閾値は事前設定されたボリューム閾値より小さい。
【００９４】
　任意で、最小ボリューム閾値は２０ｄｂであり、事前設定されたボリューム閾値は４０
ｄｂである。
【００９５】
　この実施形態における音声信号を処理するためのデバイスは、本発明の何れかの実施形
態において提供されている、音声信号を処理するための方法の技術的解決手段を実行する
よう構成されてよく、その実装の原理及び技術的効果は同様であり、本明細書において再
度説明はされない。
【００９６】
　説明を簡便かつ簡潔にする目的で、前述の機能モジュールの分割が説明の一例として見
なされるということが、当業者には明確に理解されるであろう。実際の適用では、前述の
機能は異なる機能モジュールに割り当てられ、要件に応じて実装され得る、すなわち、装
置の内部構造が異なる機能モジュールに分割されて、上述の機能の全部又は一部を実施す
る。前述のシステム、装置、及びユニットの詳細な動作プロセスに関しては、前述の方法
の実施形態の対応するプロセスが参照されてよく、詳細は本明細書において再度説明はさ
れない。
【００９７】
　本願において提供されているいくつかの実施形態において、開示されているシステム、
装置、及び方法は他の方式で実装されてよいことが理解されるべきである。例えば、説明
されている装置の実施形態は例示に過ぎない。例えば、モジュール又はユニットの分割は
、論理的な機能の分割に過ぎず、実際の実装においては他の分割であってよい。例えば、
複数のユニット又はコンポーネントは、別のシステムに組み合わせられてよい、又は統合
されてよい、又は、いくつかの機能が無視されてよい、又は実行されなくてよい。加えて
、表示されている、又は論じられている相互連結、又は直接的な連結若しくは通信接続は
、いくつかのインタフェースを使用して実装されてよい。装置又はユニット間の間接的な
連結又は通信接続は、電子的、機械的、又は他の形態で実装されてよい。
【００９８】
　別個の部分として説明されたユニットは、物理的に別個であってもなくてもよいし、ユ
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置されてよい、又は、複数のネットワークユニット上に分散されてよい。ユニットの一部
又は全部は、実施形態の解決手段のの目的を実現するよう、実際の必要性に応じて選択さ
れてよい。
【００９９】
　加えて、本願の実施形態の機能ユニットは１つの処理ユニットに統合されてよい、又は
、それらのユニットの各々は、物理的に単独で存在してよい、又は、２又は複数のユニッ
トが１つのユニットに統合されてよい。統合されたユニットはハードウェアの形態で実装
されてよい、又は、ソフトウェア機能ユニットの形態で実装されてよい。
【０１００】
　統合されたユニットがソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品とし
て販売又は使用される場合、統合されたユニットは、コンピュータ可読記憶媒体に格納さ
れてよい。そのような理解に基づいて、本願の本質的な技術的解決手段、又は先行技術に
貢献する部分、又は、技術的解決手段の全部又は一部は、ソフトウェア製品の形態で実装
されてよい。ソフトウェア製品は記憶媒体に格納され、（パーソナルコンピュータ、サー
バ、又はネットワークデバイスであってよい）コンピュータデバイス又はプロセッサ（ｐ
ｒｏｃｅｓｓｏｒ）に命令して、本願の実施形態において説明された方法の段階の全部又
は一部を実行させるためのいくつかの命令を備える。前述記憶媒体は、プログラムコード
を格納できる、ＵＳＢフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、リードオンリ
メモリ（ＲＯＭ、Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気ディスク、又は光ディスクなど
の任意の媒体を含む。
【０１０１】
　前述された実施形態は本願の技術的解決手段を説明するためのものに過ぎず、本願を限
定するためのものではない。本願は、前述された実施形態を参照して詳細に説明されてい
るが、当業者ならば、本願の実施形態の技術的解決手段の主旨及び範囲から逸脱すること
なく、前述された実施形態において説明された技術的解決手段に対して更に変更を施し得
る、又は、それらの技術的特徴のいくつかに対して等価な置き換えを施し得ることを当業
者は理解すべきである。
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