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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バスオーディオをエンハンスするシステムにおいて、
　前記システムは、
　１つ以上のプロセッサを備えるバスエンハンサと、
　スピーカの最も低い再生可能な周波数を含む、入力オーディオ信号中の周波数を強調す
るように構成されているイコライザと、
　前記入力オーディオ信号中の少なくともより低い周波数の帯域に、利得を適応的に適用
するように構成されているレベルアジャスタとを具備し、
　前記バスエンハンサは、前記入力オーディオ信号中の利用可能なヘッドルームに少なく
とも部分的に基づいて、前記入力オーディオ信号の１つ以上のバス周波数の高調波を発生
させるように構成されており、
　前記利得は、前記入力オーディオ信号中の利用可能なヘッドルームに依存しているシス
テム。
【請求項２】
　前記バスエンハンサは、少なくとも、
　前記入力オーディオ信号中の利用可能なヘッドルームを決定することと、
　前記入力オーディオ信号のうちの半分に第２の利得を適用することとにより、前記高調
波を発生させるようにさらに構成されており、
　前記第２の利得は、前記入力オーディオ信号中の前記利用可能なヘッドルームより大き
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く、それにより、前記入力オーディオ信号中の１つ以上の基本バス周波数の高調波を発生
させる請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記バスエンハンサは、前記入力オーディオ信号中の他の周波数に対して前記１つ以上
のバス周波数を強調するように構成されているラウドネスフィルタをさらに備える請求項
１または２記載のシステム。
【請求項４】
　前記ラウドネスフィルタは、反転等ラウドネス曲線を前記入力オーディオ信号に適用す
る請求項３記載のシステム。
【請求項５】
　前記バスエンハンサは、前記入力オーディオ信号をタップ遅延線によりフィルタリング
するように構成されている初期反射モジュールをさらに備える請求項１または２記載のシ
ステム。
【請求項６】
　前記タップ遅延線は、バス周波数により再生される反響をシミュレートするように構成
されている請求項５記載のシステム。
【請求項７】
　前記初期反射モジュールは、タップ遅延と前記タップ遅延線の係数とのうちの１つまた
は両方を経時的にランダム化するように構成されている請求項５または６記載のシステム
。
【請求項８】
　前記バスエンハンサの出力を前記入力オーディオ信号と組み合わせて、コンバイナ出力
を生成させるように構成されているコンバイナをさらに具備し、
　前記コンバイナは、前記コンバイナ出力を前記イコライザに提供するようにさらに構成
されている請求項１または２記載のシステム。
【請求項９】
　前記レベルアジャスタは、前記入力オーディオ信号中の高周波数の帯域に対するバラン
スを回復するように構成されているハイパスシェルビングフィルタをさらに備える請求項
１または２記載のシステム。
【請求項１０】
　１つ以上のプロセッサにより実行されるとき、バスオーディオをエンハンスするための
動作を前記１つ以上のプロセッサに実現させる、その上に記憶されている命令を含む、一
時的でない物理電子記憶装置において、
　前記動作は、
　入力オーディオ信号を受け取ることと、
　前記入力オーディオ信号中の利用可能なヘッドルームを決定することと、
　前記入力オーディオ信号のうちの半分に利得を適用して、部分的にクリップされたオー
ディオ信号を生成させることとを含み、
　前記利得は、前記入力オーディオ信号中の前記利用可能なヘッドルームより大きく、そ
れにより、前記入力オーディオ信号中の１つ以上のバス周波数の高調波を発生させる一時
的でない物理電子記憶装置。
【請求項１１】
　前記動作は、
　前記入力オーディオ信号を前記部分的にクリップされたオーディオ信号に加えて、組み
合わされたオーディオ信号を生成させることと、
　前記組み合わされたオーディオ信号中の周波数の帯域を強調することとをさらに含み、
　前記周波数の帯域はスピーカサイズ設定に関係付けられている請求項１０記載の一時的
でない物理電子記憶装置。
【請求項１２】
　前記動作は、バス周波数により再生される反響をシミュレートするように構成されてい
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るタップ遅延線により、前記入力オーディオ信号をフィルタリングすることをさらに含む
請求項１０または１１記載の一時的でない物理電子記憶装置。
【請求項１３】
　前記動作は、タップ遅延と前記タップ遅延線の係数とのうちの１つまたは両方を経時的
にランダム化することをさらに含む請求項１２記載の一時的でない物理電子記憶装置。
【請求項１４】
　１つ以上のプロセッサと組み合わせた、請求項１０から１３のいずれか１項に記載の一
時的でない物理電子記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、２０１１年１２月２７日に出願された米国仮出願番号第６１／５８０、４４
８号の非仮出願であり、その開示はその全体が参照によってここに組み込まれている。
【背景】
【０００２】
　オーディオおよびマルチメディア産業は、再生サウンドの不完全さを克服しようと継続
的に努力している。例えば、バスのような低周波数サウンドを適正に再生することは難し
いことが多い。低周波数サウンドの出力を改善することへのさまざまな従来のアプローチ
は、より大きいコーンエリアや、より広いマグネットや、より広いハウジングや、または
より大きいコーン・エクスカージョン能力を有する、より高品質なスピーカの使用を含ん
でいる。さらに、従来のシステムは、ラウドスピーカを囲っている自由空間の音響インピ
ーダンスにラウドスピーカの音響インピーダンスを一致させる、共振チャンバおよびホー
ンにより、低周波数サウンドを再生しようと試行してきた。
【０００３】
　しかしながら、すべてのオーディオシステムが、低周波数サウンドを再生するために、
より高価なまたはより強力なスピーカを単純に使用できるわけではない。例えば、セル電
話機スピーカおよび他の消費者電子デバイスのようないくつかのサウンドシステムは、小
型のラウドスピーカに依存している。さらに、コストを節約するため、多くのオーディオ
システムはあまり正確でないラウドスピーカを使用する。そのようなラウドスピーカは典
型的に、低周波数サウンドを適切に再生する能力を有しておらず、それゆえに、サウンド
は典型的に、低周波数サウンドをより正確に再生するシステムよりも、さほどロバストで
はない、またはエンジョイできるものではない。
【概要】
【０００４】
　開示を要約する目的のために、発明の、ある態様、利点、および新規な特徴をここで記
述している。ここで開示する発明の任意の特定の実施形態にしたがって、必ずしもすべて
のそのような利点が達成できるわけではないことを理解すべきである。したがって、ここ
で開示する発明は、ここで教示されるまたは提案されるかもしれない他の利点を必ずしも
達成することなく、ここで教示される１つの利点または利点のグループを達成するまたは
最適化する態様で、具現化してもまたは実行してもよい。
【０００５】
　ある実施形態において、バスオーディオをエンハンスするシステムは、１つ以上のプロ
セッサを有するバスエンハンサを備えている。バスエンハンサは、入力オーディオ信号中
の利用可能なヘッドルームに少なくとも部分的に基づいて、入力オーディオ信号の１つ以
上のバス周波数の高調波を発生させることができる。さらに、スピーカの最も低い再生可
能な周波数を含む、入力オーディオ信号中の周波数を強調することができるイコライザを
システムは備えていてもよい。さらに、入力オーディオ信号中の少なくとも低位周波数の
帯域に利得を適応的に適用することができるレベルアジャスタをシステムは備えていても
よい。この利得は、入力オーディオ信号中の利用可能なヘッドルームに依存していること
がある。
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【０００６】
　先行する段落のシステムはまた、ここで記述されている数ある中で、この段落において
記述されている以下の特徴の何らかの組み合わせを備えていてもよい。１つの実施形態に
おいて、バスエンハンサは、少なくとも、入力オーディオ信号中の利用可能なヘッドルー
ムを決定することと、入力オーディオ信号のうちのおおよそ半分に第２の利得を適用する
こととにより、高調波を発生させることができる。この第２の利得は入力オーディオ信号
中の利用可能なヘッドルームより大きくてもよく、それにより、入力オーディオ信号中の
１つ以上の基本バス周波数の高調波を発生させてもよい。バスエンハンサは、入力オーデ
ィオ信号中の他の周波数に対して１つ以上のバス周波数を強調することができるラウドネ
スフィルタをさらに備えていてもよい。このラウドネスフィルタは、反転等ラウドネス曲
線を入力オーディオ信号に適用することができる。バスエンハンサは、入力オーディオ信
号をタップ遅延線によってフィルタリングすることができる初期反射モジュールをさらに
備えることができる。タップ遅延線は、バス周波数により再生される反響をシミュレート
することができる。初期反射モジュールは、タップ遅延とタップ遅延線の係数とのうちの
１つまたは両方を経時的にランダム化することができる。システムはまた、バスエンハン
サの出力を入力オーディオ信号と組み合わせてコンバイナ出力を生成させることができる
コンバイナを備えていてもよい。コンバイナは、このコンバイナ出力をイコライザに提供
することができる。さらに、レベルアジャスタはまた、入力オーディオ信号中の高周波数
の帯域に対するバランスを回復させることができるハイパスシェルビングフィルタを備え
ることができる。
【０００７】
　さまざまな実施形態において、オーディオをエンハンスするための方法は、入力オーデ
ィオ信号の第１の周波数の高調波を１つ以上のプロセッサにより発生させて、エンハンス
されたオーディオ信号を生成させることと、エンハンスされたオーディオ信号中の第２の
周波数を等化フィルタにより強調して、出力オーディオ信号を生成させることと、出力オ
ーディオ信号をスピーカに供給することとを含むことができる。例えば以下で記述するよ
うに、第２の周波数はスピーカのスピーカサイズ設定に対応していることがある。
【０００８】
　先行する段落の方法はまた、ここで記述されている数ある中で、この段落において記述
されている以下の特徴の何らかの組み合わせを含んでいてもよい。例えば、第２の周波数
は第１の周波数のうちの少なくともいくつかを含むことができる。第２の周波数はまた、
スピーカサイズ設定周りの周波数の帯域を含むことができる。第１の周波数は、バス周波
数を含むことができる。高調波を発生させることは、入力オーディオ信号中の利用可能な
ヘッドルームを決定することと、入力オーディオ信号のうちのおおよそ半分に利得を適用
することとを含むことができる。利得は入力オーディオ信号中の利用可能なヘッドルーム
より大きくてもよく、それにより、入力オーディオ信号中の１つ以上の基本バス周波数の
高調波を発生させてもよい。方法はまた、バス周波数により再生される反響をシミュレー
トすることができるタップ遅延線により、入力オーディオ信号をフィルタリングすること
を含んでいてもよい。方法はまた、タップ遅延とタップ遅延線の係数とのうちの１つまた
は両方を経時的にランダム化することを含んでいてもよい。入力オーディオ信号は、２つ
以上の入力信号のダウンミックスを含むことができる。２つ以上の入力信号は、左フロン
ト信号と、右フロント信号と、中央信号と、左サラウンド信号と、右サラウンド信号との
うちの２つ以上を含んでいてもよい。
【０００９】
　いくつかの実施形態において、１つ以上のプロセッサにより実行されるときに、バスオ
ーディオをエンハンスするための動作を１つ以上のプロセッサに実現させる、その上に記
憶されている命令を、一時的でない物理電子記憶装置は含むことができる。これらの動作
は、入力オーディオ信号を受け取ることと、入力オーディオ信号中の利用可能なヘッドル
ームを決定することと、入力オーディオ信号のうちのおおよそ半分に利得を適用して、部
分的にクリップされたオーディオ信号を生成させることとを含むことができる。利得は入
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力オーディオ信号中の利用可能なヘッドルームより大きくてもよく、それにより、入力オ
ーディオ信号中の１つ以上のバス周波数の高調波を発生させてもよい。
【００１０】
　先行する段落の動作はまた、ここで記述されている数ある中で、この段落において記述
されている以下の特徴の何らかの組み合わせを備えていてもよい。例えば、動作は、入力
オーディオ信号を部分的にクリップされたオーディオ信号に加えて、組み合わされたオー
ディオ信号を生成させることと、組み合わされたオーディオ信号中の周波数の帯域を強調
することとをさらに含むことができる。周波数の帯域はスピーカサイズ設定に関係付けら
れていてもよい。動作は、バス周波数により再生される反響をシミュレートすることがで
きるタップ遅延線により、入力オーディオ信号をフィルタリングすることをさらに含んで
いてもよい。動作は、タップ遅延とタップ遅延線の係数とのうちの１つまたは両方を経時
的にランダム化することをさらに含んでいてもよい。さらに、一時的でない物理電子記憶
装置は、１つ以上のプロセッサ、メモリ、および／または他のコンピュータハードウェア
コンポーネントと組み合わせることができる。
【００１１】
　バスオーディオをエンハンスするシステムのさまざまな実施形態は、１つ以上のプロセ
ッサを備えることができ、１つ以上のプロセッサは、ユーザにより入力されるスピーカサ
イズ設定にアクセスでき、スピーカサイズ設定に少なくとも部分的に基づいてバスエンハ
ンスメントの複数のバスエンハンスメントパラメータを構成することができ、バスエンハ
ンスメントパラメータを使用してバスエンハンスメントをオーディオ入力信号に適用して
、オーディオ入力信号のバス周波数をエンハンスすることができる。
【００１２】
　先行する段落のシステムはまた、ここで記述されている数ある中で、この段落において
記述されている以下の特徴の何らかの組み合わせを備えていてもよい。例えば、バスエン
ハンスメントパラメータは、カットオフ周波数と、利得と、帯域幅とのうちの１つ以上を
含むことができる。バスエンハンスメントパラメータはまた、スピーカサイズ設定より上
の周波数を減衰させることができるローパスフィルタのカットオフ周波数を含むことがで
きる。バスエンハンスメントパラメータはまた、オーディオ入力信号中の周波数の帯域を
強調することができる等化フィルタの帯域幅を含むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　図面を通して、参照されるエレメントの間の対応を示すために参照番号は再使用される
かもしれない。図面は、発明の範囲を制限するためではなく、ここで記述する発明の実施
形態を図示するために提供されるものである。　
【図１】図１は、バスエンハンスメントシステムの実施形態を図示している。
【図２】図２は、図１のバスエンハンスメントシステムにより実現することができるバス
エンハンサの実施形態を図示している。
【図３】図３は、図１のバスエンハンスメントシステムにより実現することができるイコ
ライザの実施形態を図示している。
【図４】図４は、図１のバスエンハンスメントシステムにより実現することができるレベ
ルアジャスタの実施形態を図示している。
【図５】図５は、ラウドネスフィルタの例示的な周波数応答プロットを図示している。
【図６】図６は、バスエンハンスメントシステムの他の実施形態を図示している。
【図７】図７は、ダウンミックスバスエンハンスメントシステムの実施形態を図示してい
る。
【図８】図８は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らかの実
施形態に関係する例示的な出力プロットを図示している。
【図９】図９は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らかの実
施形態に関係する例示的な出力プロットを図示している。
【図１０】図１０は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らか
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の実施形態に関係する例示的な出力プロットを図示している。
【図１１】図１１は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らか
の実施形態に関係する例示的な出力プロットを図示している。
【図１２】図１２は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らか
の実施形態に関係する例示的な出力プロットを図示している。
【図１３】図１３は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らか
の実施形態に関係する例示的な出力プロットを図示している。
【図１４】図１４は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らか
の実施形態に関係する例示的な出力プロットを図示している。
【図１５】図１５は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らか
の実施形態に関係する例示的な出力プロットを図示している。
【図１６】図１６は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らか
の実施形態に関係する例示的な出力プロットを図示している。
【図１７】図１７は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らか
の実施形態に関係する例示的な出力プロットを図示している。
【図１８】図１８は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らか
の実施形態に関係する例示的な出力プロットを図示している。
【図１９】図１９は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らか
の実施形態に関係する例示的な出力プロットを図示している。
【図２０】図２０は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らか
により実現することができる例示的な利得曲線を図示している。
【図２１】図２１Ａ、２１Ｂは、初期反射フィルタに関係する例示的な時間ドメインプロ
ットを図示している。
【図２２】図２２は、２つの等化フィルタの並列の適用を、同一のフィルタの直列の適用
と対照させている例示的なプロットを図示している。
【図２３】図２３は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らか
の設定を調節する例示的なユーザインターフェースを図示している。
【図２４】図２４は、ここで記述しているバスエンハンスメントシステムのうちの何らか
の設定を調節する例示的なユーザインターフェースを図示している。
【詳細な説明】
【００１４】
　いくつかのオーディオシステムは、信号をラウドスピーカに入力するより前に低周波数
信号を増幅することによって、低周波数サウンドの乏しい再生を補償するように試行する
。低周波数信号を増幅することは、より多量のエネルギーをラウドスピーカに送り出す。
これは次に、より多くの力によりラウドスピーカを駆動させる。しかしながら、低周波数
信号を増幅するこのような試行は、結果としてラウドスピーカを過剰駆動させることがあ
る。不運なことに、ラウドスピーカを過剰駆動させることは、バックグラウンドノイズを
増加させて、ディストラクティング歪みをもたらし、ラウドスピーカを損傷させることが
ある。
【００１５】
　この開示は、比較的小型のスピーカを含むスピーカに対してエンハンスされたバスエフ
ェクトを提供することができる、バスエンハンスメントシステムの実施形態を記述してい
る。バスエンハンスメントシステムは、１つ以上のバスエンハンスメントを入力オーディ
オ信号に適用することができる。例えば、ある実施形態では、人間の耳がどのように低周
波数サウンドの倍音および高調波を処理して、実在していない（または減衰された）低周
波数サウンドがラウドスピーカから発されているという知覚を生じさせるかを、バスエン
ハンスメントシステムは活用することができる。１つの実施形態において、バスエンハン
スメントシステムは少なくともいくつかの低周波基本周波数の高調波を発生させることが
できる。低周波基本周波数の少なくともいくつかの高調波のプレーバックは、低周波基本
周波数のプレーバックをリスナーに知覚させることができる。有利なことに、ある実施形
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態において、バスエンハンスメントシステムは、基本周波数を識別するために、処理強化
ピッチ検出技術またはこれに類するものを実行することなく、これらの高調波を発生させ
ることができる。
【００１６】
　ここで記述しているバスエンハンスメントシステムは、任意のコンピューティングデバ
イスまたは１つ以上のプロセッサを有するデバイスにおいて、実現することができる。そ
れらのデバイスのいくつかの例は、数個挙げてみると、セル電話機と、スマートホンと、
パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）と、タブレットと、ミニタブレットコンピュ
ータと、ラップトップコンピュータと、デスクトップコンピュータと、テレビと、デジタ
ルビデオレコーダ（ＤＶＲ）と、セットトップボックスと、メディアサーバと、オーディ
オ／ビジュアル受信機と、ビデオゲームシステムと、（ブルーレイ（登録商標）プレーヤ
ーのような）高精細ディスクプレーヤと、サウンドバーと、ビークルオーディオシステム
とを含んでいる。
【００１７】
　Ｉ．バスエンハンスメントシステム概観
　図１は、バスエンハンスメントシステム１００の例示的な実施形態を図示している。低
周波数を再生することができないかもしれない、または、そのような周波数の再生が乏し
い、小型のスピーカを有するデバイスにおいて、バスをエンハンスするためにバスエンハ
ンスメントシステム１００を使用することができる。いくつかの実施形態においては、バ
ス周波数を再生することができるスピーカを含む任意のスピーカにより再生されるバス応
答をエンハンスするためにも、バスエンハンスメントシステム１００は使用することがで
きる。
【００１８】
　バスエンハンスメントシステム１００は、１つ以上のプロセッサのような、電子または
コンピューティングハードウェアにより実現することができる。そのようなハードウェア
の例は以下で記述する。さらに、バスエンハンスメントシステム１００は、ソフトウェア
またはファームウェア中で、ハードウェアとソフトウェア／ファームウェアとの組み合わ
せにおいて、実現することができる。例えば、図１および後続の図において示されるブロ
ックは、ソフトウェアや、ファームウェアや、デジタルまたはアナログハードウェアや、
これらの組み合わせや、あるいは、これらに類するものを表すことができる。
【００１９】
　図示している実施形態において、バスエンハンスメントシステム１００は、バスエンハ
ンサ１１０と、イコライザ１２０と、レベルアジャスタ１３０とを備えている。バスエン
ハンサ１１０は、１つ以上のプロセッサを備えていてもよい。入力オーディオ信号はバス
エンハンスメントシステム１００により受け取られて、バスエンハンサ１１０とイコライ
ザ１２０とに提供される。この入力オーディオ信号は、１、２、またはそれ以上の数のオ
ーディオのチャネルを有することができる。例えば、入力オーディオ信号は、ペアのステ
レオ信号や、サラウンドサウンド信号（例えば、５．１、６．１、７．１等）や、サーク
ルサラウンドエンコードオーディオ信号または他の行列エンコードオーディオや、あるい
はこれらに類するものを含むことができる。入力オーディオ信号は、ネットワークを通し
て受信されるストリーミングオーディオや、または（ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク
、ハードドライブ、またはこれらに類するもののような）一時的でないコンピュータ読み
取り可能記憶媒体において記憶されているオーディオとすることができる。しかしながら
、図示の簡略化のために、バスエンハンスメントシステム１００は、主に単一のオーディ
オ信号（例えば、単一チャネル）の状況で記述する。特に注意している場合を除いて、こ
こで記述している特徴は、複数のチャネルに対しても同様に実現することができることを
理解すべきである。
【００２０】
　図１を継続して参照すると、バスエンハンサ１１０により受け取られた入力オーディオ
信号は、バスエンハンスされたオーディオ信号を生成するように処理される。バスエンハ
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ンサ１１０は、さまざまなバスエンハンスメントのうちの任意のものを適用することがで
きる。例えば、ある実施形態では、人間の耳がどのように低周波数サウンドの倍音および
高調波を処理して、実在していない（または減衰された）低周波数サウンドがラウドスピ
ーカから発されているという知覚を生じさせるかを、バスエンハンサ１１０は活用するこ
とができる。１つの実施形態において、バスエンハンサ１１０は少なくともいくつかの低
周波基本周波数の高調波を発生させることができる。低周波基本周波数の少なくともいく
つかの高調波のプレーバックは、低周波基本周波数のプレーバックをリスナーに知覚させ
ることができる。有利なことに、以下でより詳細に記述するように（図２参照）、バスエ
ンハンサ１１０は、基本周波数を識別するために、処理強化ピッチ検出技術またはこれに
類するものを実行することなく、これらの高調波を発生させることができる。
【００２１】
　高調波発生を実行することに加えて、または、高調波発生を実行する代わりに、いくつ
かの実施形態においては、バスエンハンサ１１０はバス周波数の初期反射または反響を発
生させるまたはシミュレートする。そのような初期反射は、バスサウンドにより生じる壁
からの実際の反射をシミュレートすることができる。初期反射のプレーバックは、より深
いまたはより豊かなバスコンテンツの知覚を生じさせることができる。初期反射は、以下
で図２に関してより詳細に記述する。その上、これらの技術のうちの何らかのものに加え
て、またはこれらの技術のうちの何らかのものの代わりに、バスエンハンサ１１０はまた
、反転ラウドネス曲線フィルタを少なくともバス周波数に適用することにより、バス周波
数のラウドネスを増加させることができる。
【００２２】
　イコライザ１２０もまた入力信号を受け取る。いくつかの実施形態において、イコライ
ザ１２０は、スピーカの再生可能下限周りの低周波数の領域中の周波数を強調する。典型
的なスピーカ（または、筐体と一緒のスピーカ）は、スピーカのサイズに関連している、
低位カットオフ周波数を有しており、そのカットオフ周波数より下ではスピーカは可聴サ
ウンドを生成しない（または減衰されたオーディオを生成する）。イコライザ１２０は、
この低位カットオフ周波数近傍の周波数を強調させて、それによりバスエンハンスメント
の知覚を増加させることができる。いくつかの実施形態において、以下でより詳細に記述
するように、このカットオフ周波数は－３ｄＢカットオフ周波数以外であって、発見的に
検出されるかもしれない。イコライザ１２０への入力からイコライザ１２０の出力への、
またはそこの何らかの部分の、シグナルパスは、ここでは、ときには一時利得パスと呼ぶ
。
【００２３】
　いくつかの実施形態において、イコライザ１２０はまた、バスエンハンサ１１０からの
入力を受け取る。イコライザ１２０は、合計ブロック１１２においてバスエンハンサ１１
０の出力と合計される出力を提供して、組み合わされたバスエンハンス信号を生成させる
ことができる。図示している実施形態において、合計ブロック１１２の出力はレベルアジ
ャスタ１３０に提供される。数ある要因の中で、オーディオ信号中の経時的に変化してい
るヘッドルームに動的に対処するために、レベルアジャスタ１３０は、組み合わされたバ
スエンハンス信号に適用される１つ以上の利得を適応的に調節することができる。例えば
、レベルアジャスタ１３０は、オーディオ信号の利得を増加させることおよび／または減
少させることにより、バスエンハンサ１１０および／またはイコライザ１２０により実行
されたヘッドルームに関連する利得操作を少なくとも部分的に動的に補償することができ
る。レベルアジャスタは、以下で図４に関してより詳細に記述する。いくつかの実施形態
において、バスエンハンスメントシステムの恩恵のうちの少なくともいくつかを提供した
まま、バスエンハンサ１１０や、イコライザ１２０や、またはレベルアジャスタ１３０は
、バスエンハンスメントシステム１００から省略することができることに留意すべきであ
る。示したバスエンハンスメントシステム１００への追加の例示的な修正は、以下で図６
および７に関して記述する。
【００２４】
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　図２は、上述したバスエンハンサ１１０のより詳細な実施形態、すなわちバスエンハン
サ２１０を図示している。バスエンハンサ２１０は、上述したバスエンハンサ２１０のい
くつかまたはすべての機能性とともに、示される追加の機能性を有することができる。図
２において示す特徴の任意のサブセットが、バスエンハンサ２１０の実施形態に含まれて
いてもよい。追加の特徴もまた、バスエンハンサ２１０のいくつかの実施形態に含まれて
いてもよい。
【００２５】
　バスエンハンサ２１０は上述した入力オーディオ信号を受け取る。図示した実施形態に
おいて、この入力オーディオ信号はローパスフィルタ（ＬＰＦ）２１２に提供される。Ｌ
ＰＦ２１２は、低周波数を通過させることができ、カットオフ周波数（Ｆｃ）より上の周
波数を減衰させることができる。このカットオフ周波数はスピーカサイズ設定に依存する
ようにでき、スピーカサイズ設定はスピーカのカットオフ周波数を表すことができる。し
かしながら他の実施形態において、カットオフ周波数はユーザが調節可能であり、必ずし
もスピーカサイズに依存しない。ローパスフィルタを入力周波数に適用することは、中央
周波数信号または高周波数信号よりもむしろ、低周波数信号の高調波を発生させることを
促進することができる（以下で記述するブロック２１４参照）。中央周波数レンジまたは
高周波数レンジ中の高調波は、不要なノイズとして知覚されることがある。
【００２６】
　ある実施形態において、スピーカサイズ設定は、スピーカの実際のカットオフ周波数（
またはスピーカの周波数応答）に関連するようにできる、または実際にスピーカの真のカ
ットオフ周波数であるかもしれない。例えば、スピーカサイズ設定は、－３ｄＢまたは－
６ｄＢ応答や、あるいは半分の電力応答や、あるいはこれに類するものをスピーカが有す
るような周波数とすることができる。しかしながら、（テレビ中のように）その筐体中に
インストールされているスピーカによってスピーカサイズ設定は測定することができるこ
とから、スピーカサイズ設定はまた、スピーカそれ自体のカットオフ周波数とは異なる周
波数とすることができる。スピーカがどのようなキャビネットまたは筐体中にあるのかに
よりスピーカの周波数応答は影響を受けるかもしれず、したがって、いくつかの実施形態
において、スピーカサイズ設定はスピーカの筐体の影響を考慮に入れることがある。
【００２７】
　スピーカサイズ設定は、プロセッサにより自動的に、あるいはフィールドエンジニアま
たは他のオーディオ専門家により手動で測定することができる。フィールドエンジニアは
、所定のスピーカまたは（例えば、テレビ中の）１セットのスピーカに対する、スピーカ
サイズ設定を、以下のようなプロセスを使用して発見的に確立することができる。異なる
スピーカサイズ設定間でのバスエンハンスメントの相違のより簡単なリスニング弁別を促
進するために、まず、フィールドエンジニアはオプション的にバスエンハンスメントシス
テム１００を調節して、最大または高レベルのバスエンハンスメントを提供することがで
きる。その後、フィールドエンジニアは、バスエンハンスメントの質とバスエンハンスメ
ントの量との間のバランスが達成されるまで、スピーカサイズ設定を調節することができ
る。いくつかの実施形態において、スピーカサイズ設定が高くなればなるほど、バスエン
ハンスメント量はより増加するかもしれない。しかしながら、トレードオフは、スピーカ
サイズが増加するにつれて、バスエンハンスメントサウンドの質が低下するかもしれない
ということである。したがって、フィールドエンジニアは、質と量との間の良好なバラン
スが見つかるまで、スピーカサイズを設定するかもしれない。そのようにするための１つ
のオプションは、低いスピーカサイズ設定で開始して、バスエフェクトを評価するために
さまざまな異なるテストトラックをオプション的に使用しながら、より多くのバスがフィ
ールドエンジニアに聞こえるまで、スピーカサイズを増加させることである。以下で図２
３および２４に関して記述するユーザインターフェースのようなユーザインターフェース
をフィールドエンジニアは利用して、バスエンハンスメントシステムを実現するテレビま
たは他のデバイス中でバスエンハンスメントシステムを調整することができる。１つの実
施形態において、「オーディオ調節システム」というタイトルの２０１２年８月２２日に
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出願された米国特許出願番号第１３／５９２，１８２号において記述されている技術を使
用して、フィールドエンジニアは、バスエンハンスメントシステムを実現しているデバイ
スにバスエンハンスメント設定の変更を通信することができ、その開示は、その全体が参
照によってここに組み込まれている。
【００２８】
　図２を継続して参照すると、図示した実施形態において、ＬＰＦ２１２は高調波ジェネ
レータ２１４に出力信号を提供し、また、イコライザ１２０によりオプション的に使用さ
れるかもしれない別個の出力信号としても出力信号を提供する（図３参照）。ある実施形
態において、高調波ジェネレータ２１４は、ローパスフィルタリングされた信号中の周波
数のうちの少なくともいくつかの高調波を発生させる。有利なことに、ピッチまたは基本
周波数を検出するための複雑なアルゴリズムを使用することなく、高調波ジェネレータ２
１４はこれらの高調波を発生させることができる。１つの実施形態において、オーディオ
信号の少なくとも一部分をクリップすることにより、高調波ジェネレータ２１４は高調波
を発生させる。オーディオ信号の正のレールと負のレールとの両方をクリップして、その
後に信号を整流して高調波を発生させる、いくつかのアルゴリズムとは違い、１つの実施
形態において、高調波ジェネレータ２１４は信号のうちの半分をクリップする。例えば、
高調波ジェネレータ２１４は、負のピークは手をつけないままで、オーディオ信号中の正
のピークをクリップすることができる（または、代わりに負のピークのみをクリップする
）。正のピークのみ（または、負のピークのみ）をクリップすることは、奇数次高調波と
偶数次高調波の両方を引き起こすことができる。一方で、正と負のピークの両方をクリッ
プすることは、奇数次高調波のみの結果になることがある（整流はその後、完全にクリッ
プされた信号から偶数次高調波を生じさせるために使用されることが多い）。信号の半分
をクリップして、その後に信号を整流しなければならないことを回避することにより、い
くつかの例においては、実行される処理がより少なくなる。ある実施形態では、基本周波
数は、信号中に保持される。
【００２９】
　高調波ジェネレータ２１４の実施形態により使用することができる、信号をクリップす
ることへの１つの有利なアプローチは、信号中の利用可能なヘッドルームに基づいて信号
をクリップすることである。例えば、１つの実施形態において、高調波ジェネレータ２１
４は、どれだけのヘッドルームを信号が有しているかを算出して、利用可能なヘッドルー
ムより大きな対応する利得を正のサンプルに適用してクリッピングを引き起こす。このこ
とは、入力信号周波数のうちの少なくともいくつかの高調波を生じさせる。その後、高調
波ジェネレータ２１４は、この利得の逆数を正のサンプルに適用して、（現在、それらが
クリップされているということを除いて）サンプルをそれらの以前のレベルに戻すことが
できる。クリッピングを生成させるために使用する利得を、利用可能なヘッドルームに基
づき動的に調節することができるため、利用可能なヘッドルームを使用してクリッピング
を決定することは有利である。したがって、利用可能なヘッドルームに基づくこの動的な
解析により、入力信号のレベルにかかわらず、高調波ジェネレータ２１４は依然としてク
リッピングを引き起こすことができる。
【００３０】
　クリッピングを引き起こすために適用される利得の量は、事前に設定された量であって
もよいし、および／または（例えば、フィールドアプリケーションエンジニア、製造者、
エンドユーザ、または、これに類する者による）ユーザ規定されたものであってもよい。
１つの実施形態において、信号をフルスケールよりおよそ３０パーセント大きく（例えば
、０ｄＢよりおよそ３０パーセント大きく）増幅させようと試行するように、利得の値を
選択することができる。例えば、高調波ジェネレータ２１４は、（例えば、サンプルの所
定のブロックにおいて、－１０ｄＢで信号がピークとなると決定することにより）信号中
で１０ｄＢのヘッドルームが利用可能であると算出するかもしれない。その後、高調波ジ
ェネレータ２１４は、利用可能なヘッドルームよりおよそ３０パーセント多い利得、すな
わち１３ｄＢを信号に適用して、クリッピングを引き起こすことができる。フルスケール
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より１０パーセント上や、フルスケールより２０パーセント上や、または他の何らかの値
のような、他の値を利得に対して選択することができる。この利得（「高調波クリップ定
数」）を調節するためのユーザ調節可能な制御は、以下で図２４に関して記述する。
【００３１】
　高調波発生へのこの半波クリッピングアプローチの１つの有益な副産物は、高調波ジェ
ネレータ２１４はまた、信号の半分のクリッピングを介して適用される非線形歪みの副作
用として分周波を発生させるかもしれないことである。これらの分周波は、複数のトーン
から生じる高調波の相互変調により発生されることがあり、結果としてより豊かなバスサ
ウンドとなる。
【００３２】
　図示した実施形態において、高調波ジェネレータ２１４の出力はラウドネスフィルタ２
１６に提供される。ラウドネスフィルタ２１６は、オーディオ信号中の低周波数のラウド
ネスを増加させるように、反転等ラウドネス曲線フィルタを高調波ジェネレータ２１４の
出力に適用することができる。そのようなラウドネスフィルタ２１６の例示的な周波数応
答が図５に示されている。図に示されているように、フィルタの大きさ応答は、（正規化
周波数スケールで示されている）高位周波数に対して低位周波数を強調する。実際、いく
つかの実施形態においては、ラウドネスフィルタ２１６は、高調波ジェネレータ２１４に
より発生される高調波および分周波を含む、スピーカサイズ設定よりも低い周波数と高い
周波数の両方を強調するとともに、オプション的に基本バス周波数を強調する。上述した
ように、スピーカサイズ設定より低い周波数はスピーカにより再生不可能であるかもしれ
ない、または減衰されたレベルにおいてスピーカにより再生可能であるかもしれない。し
たがって、これらの周波数を強調することは、直観に反しているかもしれない。しかしな
がら、そのようにすることで、いくつかの実施形態において、少なくとも何らかの付加的
なバスエフェクトを取得することができる。（フィールドアプリケーションエンジニア、
製造者、またはエンドユーザのような）ユーザによりラウドネスフィルタ２１６の利得を
制御するために、示しているように、拡張バス制御を受けさせることができる。１つの実
施形態では、いくつかの実施形態においてある目立つ歪み（または有意の目立つ歪み）な
しで、最大のまたはもっとも大きな可能性あるバス利得を取得するために、拡張バス制御
を調整することができる。以下で図３に関してより詳細に記述するように、バスをさらに
エンハンスするために、拡張バス制御をイコライザ１２０においても適用することができ
る。代替的な実施形態において、スピーカサイズ設定における周波数や、スピーカサイズ
設定周りの周波数や、またはスピーカサイズ設定より上（例えば、ちょうど上）の周波数
を強調するために、ラウドネスフィルタ２１６をオフセットにさせることができる。
【００３３】
　反転等ラウドネスフィルタは、等ラウドネス曲線に基づいて、あるいは、Ａ重み付け曲
線や、Ｃ重み付け曲線や、または他の等ラウドネス重み付け曲線のような、それへの近似
曲線に基づいて、重み付けを実現することができる。１つの実施形態において、等ラウド
ネスフィルタ２１６は、２０１１年３月に公開されたＩＴＵ－Ｒ勧告ＢＳ．１７７０－２
、「オーディオプログラムラウドネスおよび真のピークオーディオレベルを測定するアル
ゴリズム」に記述されたフィルタのうちの１つ以上の反転されたバージョンであり、その
開示はその全体が参照によってここに組み込まれている。他の実施形態において、ラウド
ネスフィルタ２１６は、「オーディオ信号の知覚ラウドネスを調節するシステム」という
タイトルの２００８年１２月１９日に出願された米国特許第８，３１５，３９８号に記述
された、例示的な曲線またはフィルタのうちの何らかからの、等ラウドネスフィルタ（ま
たはそれの反転されたバージョン、または等ラウドネスフィルタに基づく重み付けされた
曲線）を実現し、その開示はその全体が参照によってここに組み込まれている。実施形態
において、バスエンハンサ２１０は、追加のクリッピングを回避するように、利用可能な
ヘッドルームに基づいて、および／または、バスエンハンスメントシステム１００を実現
しているデバイスの他の特性に基づいて、ラウドネスフィルタ２１６の大きさを設定する
。
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【００３４】
　図示した実施形態における別個の処理チェーンにおいて、入力オーディオ信号はまた、
初期反射ローパスフィルタ２２２および初期反射モジュール２２４に提供される。初期反
射ローパスフィルタ（ＬＰＦ）２２２は、ＬＰＦ２１２と同一のカットオフ周波数を有す
るようにできる。したがって、いくつかの実施形態において、ＬＰＦ２２２を取り除くこ
とができ、ＬＰＦ２１２の出力を初期反射モジュール２２４に直接提供できる。しかしな
がら、いくつかの実施形態において、ＬＰＦ２２２は代わりに異なるカットオフ周波数を
有するようにでき、そのカットオフ周波数はスピーカサイズ設定に依存してもよいし、ま
たは依存していなくてもよい。別個のＬＰＦ２２２を有することは、バスエンハンスメン
ト性能を調節する際の柔軟性を提供することができる。
【００３５】
　ＬＰＦ２２２（またはＬＰＦ２１２）の出力は、初期反射モジュール２２４に提供され
る。ある実施形態において、初期反射モジュール２２４は信号を処理し、スピーカを部屋
の中央とは対照的に壁の近傍に配置するエフェクトをエミュレートすることによって、低
周波数信号がより広がりをもって聞こえるようにすることができる。この広がりを持つエ
フェクトは、バス応答において、音量をまたは音量の知覚をエンハンスすることができる
。初期反射モジュール２２４は、少なくともタップ遅延線を用いて信号中に１つ以上の遅
延を生じさせることにより、このエフェクトを遂行することができる。例えば、タップ遅
延線は、１、２、３、４、またはそれより多い数の遅延を有することができる。１つの実
施形態において、４つの遅延タップは、特に恩恵のあるエフェクトを有することができる
。タップ係数は、単一の利得または（単一より小さいような）単一以外の何らかの利得を
有することができる。インパルス関数と対応する初期反射とを示している時間ドメインプ
ロット２１００、２１１０がそれぞれ、図２１Ａおよび２１Ｂの時間ドメインプロットに
おいて示されている。図２１Ｂの例示的なプロット２１１０において、図２１Ａのプロッ
ト２１００からのインパルスが、時間的に４つの反射２１１２とともに再生されているこ
とに留意すべきであり、それらは減衰されており、ほぼインパルスの負のバージョンであ
る。
【００３６】
　有利なことに、１つの実施形態において、初期反射モジュール２２４は、タップ点およ
び／またはタップ係数（例えばタップ利得）を少なくとも部分的にランダム化することに
より、反射の知覚をさらにエンハンスする。１つの実施形態において、タップ遅延は、お
よそ２ｍｓからおよそ４８ｍｓまでの遅延に及んでおり、初期反射モジュール２２４は、
これらの遅延を経時的にランダムに調節する。例えば、初期反射モジュール２２４は、経
時的にタップ点をランダム化（例えば、ゆっくりに）して、部屋中の異なる物体からの、
オーディオ信号の反射をシミュレートすることができる。初期反射モジュール２２４はま
た、左チャネルと右チャネルと（ならびに／あるいは、左サラウンドチャネルと右サラウ
ンドチャネルと）に関して異なってタップおよび／または係数をランダム化して、リスナ
ーの耳における異なる到着時間をシミュレートできる。したがって、初期反射モジュール
２２４は、リスニング環境で生じることが多い、他の波が破壊的に干渉している一方で、
建設的に干渉しているバスサウンド波の発生をシミュレートできる。初期反射はまた、モ
ノスピーカによっても、同一のまたは類似の恩恵を持って使用することができる。
【００３７】
　例として、初期反射モジュール２２４が４つのタップを有する初期反射フィルタを実現
する場合、最初のタップ遅延は、（例えば、各チャネルに対して）以下のようにすること
ができる。２ｍｓ（タップ１）、８．３３ｍｓ（タップ２）、２５ｍｓ（タップ３）、お
よび４８ｍｓ（タップ４）。タップは異なるレンジ内でランダムに変化させることができ
る。例えば、タップ１はおよそ１ｍｓからおよそ３．１２５ｍｓまでのレンジにおいて変
化させることができ、タップ２はおよそ６．２５ｍｓからおよそ１０．４ｍｓまでのレン
ジにおいて変化させることができ、タップ３はおよそ２０．８ｍｓから２９．１ｍｓまで
のレンジにおいて変化させることができ、タップ４はおよそ４５ｍｓからおよそ５０ｍｓ



(13) JP 6177798 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

までのレンジにおいて変化させることができる。ランダム化の方向もランダムであっても
よく、そのため、遅延が増加するタップもある一方で、遅延が減少するタップもある。
【００３８】
　タップへの変化が生じるたびに、タップは正または負のいずれの方向にランダムに変化
しても（または同一にとどまっても）よく、いくつかの実施形態においては、限界（最大
値または最小値）に到達するまでタップへの変化が生じるたびに、タップのうちのいくつ
かはランダム量を増加させる一方で、タップのうちのいくつかはランダム量を減少させる
。タップが（上述したレンジのような）それらのレンジの限界に到達するとき、次のラン
ダムな増加または減少は反対の方向に折り返すことができる。例として、タップ２を考え
てみる。最初は、８．３３ｍｓに設定されているかもしれない。その後、最大値（上の例
示的なレンジにおいては、１０．４ｍｓ）に到達するまで、ランダム量（または、ランダ
ム化を用いる必要はなく、１つの実施形態においては線形量）ずつ増加し始めるかもしれ
ない。いったん、最大値に到達すると、タップの値は折り返すことができる。折り返し点
は、タップレンジの中心（およそ８．３３ｍｓ）に設定することができ、その後、最小値
に到達するまで、反対方向に進み始めるかもしれない。したがって、１０．４ｍｓの最大
値に到達した後に、タップ２はおよそ８．３３ｍｓに再設定されるかもしれず、その後、
およそ６．２５ｍｓまで減少し続ける。代替的に、折り返し点は最小値（または最大値）
に設定することができ、その後、再び増加（または減少）し始める。さらに、４つのタッ
プは、反対の方向に動くように初期設定することができ、それゆえ、それらの上端に向か
って動いているものもあるであろうし、それらの下端に向かって動いているものもあるで
あろう。
【００３９】
　１つの実施形態において、ランダム化はブロックごとのベースで生じ、そのため、オー
ディオ信号のサンプルのブロックごとに、初期反射モジュール２２４はタップ遅延値およ
び／またはタップ係数値を変化させる。例えば、ブロックサイズが４８ｋＨｚで２５６サ
ンプルである場合、初期反射モジュール２２４は、およそ５．３３ｍｓごとにタップ遅延
をランダム化することができる。しかしながら、ランダム化の頻度はより低くする（例え
ば、１つのブロックおき、３つのブロックごと等）こともできるし、または、より高くす
る（例えば、サンプルの１ブロック当たり複数回ランダム化する）こともできる。ランダ
ム化はまた、ブロックサイズにしたがう必要はない。さらに、ランダム化の頻度それ自体
を変化させることができる。
【００４０】
　図示した実施形態において、初期反射モジュール２２４の出力は乗算器ブロックに提供
され、乗算器ブロックは利得設定「ＥＲ混合」により出力を乗算する。ＥＲ混合は、ユー
ザ（例えば、リスナーまたはフィールドエンジニア）により設定される初期反射混合、ま
たは、システム規定されたものであるようにでき、ＥＲ混合はラウドネスフィルタ２１６
の出力と組み合わされる初期反射の量を制御することができる。図示した実施形態におい
て、対応する１－ＥＲ混合利得値がラウドネスフィルタ２１６の出力に適用されて、この
出力は合計ブロック２３２において、利得乗算された初期反射出力の出力と組み合わされ
る。ＥＲ混合利得値および１－ＥＲ混合利得値は、出力オーディオ中のウェット／ドライ
混合を制御するために使用することができる。初期反射からのより多くの反響（例えば、
ウェットサウンド）はより高いＥＲ混合利得によって選択することができる一方で、あま
り反響しない信号の多く（例えば、ドライサウンド）はより低いＥＲ混合利得によって選
択することができる。
【００４１】
　したがって、乗算器ブロックおよび合計ブロック２３２は、ラウドネスフィルタ２１６
の出力と初期反射モジュール２２４の出力とのコンベックス組み合わせを実現することが
でき、そのため、初期反射モジュール２２４出力に適用される利得がより大きくなること
は、ラウドネスフィルタ２１６出力に適用される利得が小さくなるという結果になり、逆
もまた同じである。ここで記述される中でも、これらの利得はユーザにより調節すること
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ができ、ユーザは、バスエンハンスメントシステム１１０を組み込んでいるデバイスの製
造者またはベンダや、フィールドエンジニアや、あるいは、そのようなデバイスまたはソ
フトウェアのエンドユーザであってもよい。例えば、他の利得「Ｃ」が合計ブロック２３
２の出力に適用される。この利得は、以下で記述する、イコライザ１２０（図３参照）の
出力とのコンベックス組み合わせを形成する。
【００４２】
　図示した実施形態において、オプション的な高調波テールローパスフィルタ（ＬＰＦ）
２４２も提供されている。高調波テールＬＰＦ２４２は、バスエンハンサ２１０により出
力される高調波の量を制御することができる。高調波テールＬＰＦ２４２は、より高次の
高調波をフィルタアウトすることができ、スピーカサイズに依存するカットオフ周波数を
有していてもよい。１つの実施形態において、高調波テールＬＰＦ２４２は、バスエンハ
ンスメントシステム１１０が適用されるスピーカのカットオフ周波数と同一またはより高
いカットオフ周波数を有する。１つの実施形態において、このカットオフ周波数のデフォ
ルト値は、スピーカサイズ設定のおよそ３倍や、またはスピーカサイズ設定のおよそ２～
４倍にすることができる。バスエンハンスメントシステム１００の他の多くのパラメータ
のように、このカットオフ周波数はユーザが制御可能、または、そうでない場合には調節
可能にすることができる。このカットオフ周波数のより高い値は、より多くの高調波を加
えることができ、結果として、より豊かではあるが潜在的により歪んだサウンドとなる。
同様に、このカットオフ周波数のより低い値は、結果として、よりクリアではあるがあま
り豊かでないサウンドにすることができる。高調波テールＬＰＦ２４２の出力はバス出力
である。
【００４３】
　バスエンハンサ２１０はある機能性を実現するとして記述しているが、いくつかの実施
形態においてバスエンハンサ２１０の態様を省略することができることは理解すべきであ
る。例えば、初期反射モジュール２２４および関係するローパスフィルタ２２２を省略し
てもよく、またはラウドネスフィルタ２１６を省略してもよく、または高調波テールＬＰ
Ｆ２４２を省略してもよい、などである。結果としてバスエンハンスメントのいくらかの
損失になるかもしれないが、残りのコンポーネントから得られるバスエンハンスメントは
依然として恩恵のあるものであるかもしれない。さらに、初期反射モジュール２２４、お
よび／または、バスエンハンサ２１０の他のコンポーネントは、高調波を発生させるため
に使用されるアルゴリズムとは独立して実現することができることに留意すべきである。
例えば、信号全体をクリップして整流を実行することや、単一のサイドバンド変調を使用
することや、周波数ドメインにおける高調波の発生や、他の技術や、あるいはこれらの技
術または他の技術の組み合わせによるような、記述したアルゴリズム以外のアルゴリズム
を使用して、高調波ジェネレータ２１４は高調波を発生させることができる。初期反射、
またはバスエンハンサ２１０の他の態様は、このような高調波発生技術と組み合わせて、
バスエンハンスメントを生成させることができる。
【００４４】
　図３は、イコライザ３２０の実施形態を図示している。イコライザ３２０は、イコライ
ザ１２０のより詳細な実施形態を表している。したがって、イコライザ３２０は、上述し
たイコライザ１２０のいくつかまたはすべての機能性を有することができる。イコライザ
３２０は、ハードウェアおよび／またはソフトウェア中で実現することができる。
【００４５】
　イコライザ３２０は、図１に関して上述した入力オーディオ信号を受け取る。この入力
オーディオ信号は乗算器ブロックにより受け取られ、乗算器ブロックは入力信号を１／一
時利得の値で乗算して、後続する、信号への一時利得の適用のために、確実に十分なヘッ
ドルームが利用可能となるようにしようと試行する。この乗算器ブロックの出力は等化フ
ィルタブロック３１２に提供され、等化フィルタブロック３１２は１つ以上の等化フィル
タを実現することができる。これらの等化フィルタ３１２は、パラメトリック等化フィル
タや、セミパラメトリック等化フィルタや、または他のタイプの等化フィルタや、または
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単純に１つ以上のバンドパスフィルタにすることができる。等化フィルタは一般的に、中
心周波数と、利得と、帯域幅と、ロールオフ（または傾き）とにわたる制御のような、１
つ以上のパラメータにわたる制御が可能にされるバンドパスフィルタであってもよい。等
化フィルタ３１２は、スピーカサイズ設定近傍の周波数領域や、スピーカサイズ設定周り
の周波数領域や、スピーカサイズ設定より大きい周波数領域や、および／またはスピーカ
サイズ設定より小さい周波数領域を強調して、スピーカの最も低い（または、ほぼ最も低
い）再生可能な周波数をエンハンスすることができる。ここで使用する「最も低い再生可
能な周波数」という用語は、通常の意味を有しているのに加えて、スピーカのスピーカサ
イズ設定周りの周波数や、またはスピーカサイズ設定より上の帯域中の周波数を指すこと
もでき、この設定はここの他の箇所で説明している。例えば、スピーカに関係する最も低
い再生可能な周波数は、半分の電力またはそれより大きい電力でスピーカによって再生可
能な周波数や、あるいは、ピーク再生可能周波数から－３ｄＢ（または－６ｄＢ）の電力
またはそれより大きい電力でスピーカによって再生可能な周波数や、あるいは、これに類
するものを含むことができる。したがって、等化フィルタ３１２は、スピーカサイズ設定
である中心周波数または（予め規定された量だけ、スピーカサイズ設定からオフセットさ
れているような）スピーカサイズ設定に基づく中心周波数を有するバンドパスフィルタと
することができる。
【００４６】
　スピーカサイズ設定に基づく中心周波数を有することに加えて、等化フィルタ３１２は
スピーカサイズ設定に依存する帯域幅を有することもできる。一般的に、スピーカサイズ
が増加する（ボーカルレンジの周波数に到達できる）につれて、フィルタの帯域幅はより
小さくなるかもしれなく、そのため、周波数の中央レンジ中の、ボーカルまたはコンテン
ツとの干渉は最小化されるまたは減少される。したがって、より低いスピーカサイズ設定
を有するより大きなスピーカは、より広い相対的な帯域幅の等化フィルタ３１２を有する
かもしれなく、より高いスピーカサイズ設定を有するより小さなスピーカは、より狭い相
対的な帯域幅の等化フィルタ３１２を有するかもしれない。加えて、等化フィルタの帯域
幅がスピーカサイズ設定に依存するようにできるため、等化フィルタ３１２のＱファクタ
はスピーカサイズ設定に依存するようにできる。より高いスピーカサイズ設定に基づく中
心周波数を有する等化フィルタ３１２は、より低い中心周波数を有するフィルタ３１２よ
りも、高いＱファクタを有するようにできる。より高い中心のフィルタ３１２のより高い
Ｑファクタは、より低い中心のフィルタ３１２と比較してより高い中心のフィルタ３１２
が有することがある、ボーカルレンジへのより大きな影響を減少させる目的を遂行するこ
とができる。１つの例として、スピーカサイズが８０Ｈｚに設定されているとき、対応す
る帯域幅はそれぞれ、９４Ｈｚと１１４Ｈｚとすることができる。スピーカサイズが２５
０Ｈｚに設定されているとき、対応する帯域幅はそれぞれ、２４９Ｈｚと３８３Ｈｚとす
ることができる。
【００４７】
　さらに、実施形態において適用される２つのフィルタのうちの第１のフィルタ（あるい
は等化フィルタ３１２のうちの２つ以上またはすべて）の帯域幅および／または利得は、
ラウドネスフィルタ２１６に関して上述した拡張バス制御により制御してもよい。上述し
た拡張バス制御の増加されたサイズは、ラウドネスフィルタ２１６の利得を増加させるこ
とに加えて、等化フィルタ３１２のうちの１つ以上のフィルタの帯域幅を増加させて、よ
り（高調波および／または分周波を含む）バスおよびサラウンド周波数を強調することが
できる。逆に、より低い拡張バス設定は、等化フィルタ３１２のうちの１つ以上の帯域幅
および／または利得を減少させることができる。
【００４８】
　複数の等化フィルタ３１２は、直列または並列で適用することができる。しかしながら
、フィルタを直列に適用することは、結果として、ある実施形態において、スピーカサイ
ズ設定周りで非常に局所的な周波数応答を有する、より高いＱフィルタ応答になることが
ある。図２２はこのコンセプトを図示している。図２２において、２つの等化フィルタ３
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１２の並列の適用を、同一のフィルタ３１２の直列の適用と対照させるプロット２２００
が示されている。プロット２２００において、入力信号は対数掃引であり、領域２２１０
で表されている。２つのバンドパスフィルタが並列に適用され、その後互いに合計される
場合、結果の信号は領域２２２０により表すことができる。スピーカサイズ設定周りの利
得はこの領域において、正規化された周波数１近傍に示されている。領域２２２０におけ
るこの信号は、スピーカサイズ設定周りだけでなく、全体の周波数領域にわたっても利得
を有する。このアーティファクトを回避するために、合計されたバンドパスフィルタを、
それらが並列に適用されている場合には、スケーリングすることができる。このスケーリ
ングは結果として領域２２３０において示される信号になり、それは領域２２２０よりも
、スピーカサイズ設定周りで著しく低い利得を有する。領域２２３０における利得が有益
であることがある一方で、２つの等化フィルタを直列に適用することにより、より高い局
所的な利得を達成することができ、このより高い局所的な利得は、結果として領域２２４
０により示される利得となる。領域２２４０において、フィルタの利得は依然としてスピ
ーカサイズ設定周りに集中しており、結果の利得は、並列なフィルタのスケーリングしな
い合計（領域２２２０）の場合とほとんど同一である。
【００４９】
　再び図３に戻ってみると、等化フィルタ３１２の出力は減算ブロックに提供される。１
つの実施形態（ＬＰマイナスイネーブル）において、ユーザ入力に基づいて、この減算ブ
ロックは、ローパスフィルタリングされた出力（図２参照）を等化フィルタ３１２の出力
からオプション的に減算することができる。ローパスフィルタリングされた信号を減算す
ることは、等化フィルタリングされた信号において、元の低周波数コンテンツを減少させ
ることができ、それによって、バスエンハンスされた低周波数コンテンツが元の低周波数
コンテンツの代わりとなることを可能にすることができる。ボーカルがオーディオ信号を
支配するときのような、いくつかのシチュエーションにおいて、低周波数コンテンツを減
算することは望ましいかもしれない。ユーザが予めの設定をトグル切替する（または、代
替的に、利得をこの設定に適用する）ために、この設定を公表してもよい。その後、等化
フィルタリングされた信号は、ユーザ利得設定（１－Ｃ）により乗算することができ、ブ
ロック３２２において図２のバス出力と組み合わせることができる。ユーザ利得設定（１
－Ｃ）は、図２におけるバス出力信号に適用される利得設定Ｃとの例示的なコンベックス
組み合わせを表し、それにより、出力信号に含まれる、等化出力に対するバス出力の量を
調節する。
【００５０】
　図４は、レベルアジャスタ１３０のより詳細な実施形態である、レベルアジャスタ４３
０の実施形態を図示している。レベルアジャスタ４３０は、上述したレベルアジャスタ１
３０の特徴のうちのいくつかまたはすべてを備えることができ、ハードウェアおよび／ま
たはソフトウェアにおいて実現してもよい。レベルアジャスタ４３０は、バスエンハンサ
１１０、２１０や、および／またはイコライザ１２０、３２０により実行されるヘッドル
ームセービング利得減少を少なくとも部分的に補償することができる。したがって、レベ
ルアジャスタ４３０は、信号レベルを以前の信号レベルに回復させることができ、オーデ
ィオ信号の低周波数領域と高周波数領域との利得を微調整するオプションを提供すること
もできる。
【００５１】
　図示した実施形態において、レベルアジャスタ４３０は図３の合計出力を受け取り、合
計出力は低レベル保護正規化ブロック４１２（「正規化ブロック４１２」）に提供される
。正規化ブロック４１２は、どれくらいのヘッドルームが集約合計信号中に存在するかを
計算することができる。利用可能な残りのヘッドルームに基づいて、正規化ブロック４１
２は、対応する量の利得を信号に適用することにより、信号の低レベルを強調することが
できる。この利得は、信号のより高いレベルではなく低レベルに適用するとき、信号のダ
イナミックレンジ圧縮を本質的に実行することができる。適用される、利得パラメータと
、他のダイナミックレンジ圧縮パラメータは、ユーザ調節にすることができる。例えば、
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ダイナミックレンジ曲線のニーのレベルしきい値と、曲線の傾きと、適用される利得の量
は、（例えば、エンドユーザや、レベルアジャスタ４３０を実現するデバイスの製造者や
、バスエンハンスメントシステムのプロバイダと関係するフィールドオーディオエンジニ
アや、またはこれに類するものにより）ユーザ調節されるものであってもよい。代替的な
実施形態においては、正規化ブロック４１２が、利用可能なヘッドルームに基づく利得と
同一の量だけ、信号全体のレベルを増加させるように、単一帯域ダイナミックレンジ圧縮
が適用される。より一般的には、正規化ブロック４１２は、ダイナミクス処理を信号に適
用することができる。このダイナミクス処理は、圧縮や、伸長や、制限や、またはこれに
類するもののうちの、何らかの組み合わせを含んでもよく、固定比圧縮スキームを使用す
ることを伴ってもよいし、伴わなくてもよい。
【００５２】
　図示した実施形態において、正規化ブロック４１２の出力は乗算器に提供され、乗算器
は１／ハイパス利得の利得値を適用する。この利得は、以下で記述する後続の利得処理の
ために、確実にオーディオ信号中で十分なヘッドルームが利用可能となるようにしようと
試行するために適用することができる。この利得（またはそれの一部分）は、そうするた
めにヘッドルームが利用可能であるのであれば、後で回復してもよい。図示した実施形態
において、この乗算器の出力はハイパスシェルビングフィルタ４１４に提供される。低周
波数が優位を占め過ぎる場合に、高周波数に対する少なくともいくらかのバランスを回復
するために、ハイパスシェルビングフィルタ４１４をオプション的に（ユーザ調節可能な
利得で）適用して、高周波数をブーストすることができる。１つの実施形態において、ハ
イパスシェルビングフィルタ４１４は利得を加えるかもしれないが、低周波数における利
得を除去しない。シェルビングフィルタ４１４のカットオフ周波数は、また、スピーカサ
イズ設定の関数であるかもしれないし、またはそうではなく、（スピーカサイズ設定とは
異なる場合に）ローパスフィルタカットオフ周波数がそれより上に設定されていたような
場所の関数や、または異なる設定の関数であるかもしれない。
【００５３】
　図示した実施形態において、シェルビングフィルタ４１４の出力は保護ブーストブロッ
ク４１６に供給される。図３中の逆乗算と、１／ハイパス利得の乗算器中の逆乗算により
先に除去された、一時利得とハイパス利得とを保護ブーストブロック４１６は回復させる
ことができる。しかしながら、１つの実施形態において、保護ブースト４１６は、どれだ
けのヘッドルームが利用可能であるかに基づいてこの利得を回復させる。十分なヘッドル
ームが利用可能である場合、保護ブースト４１６は、この利得のほとんどまたはすべてを
回復させるかもしれない一方、利用可能なヘッドルームがほとんどないまたはまったくな
い場合、保護ブースト４１６は適用する利得の量を減少させるかもしれない。１つの実施
形態において、保護ブーストブロック４１６はルックアヘッド遅延線を実現して、ある数
のサンプルまたはある数のブロック先にどれだけのヘッドルームが利用可能であるかを決
定する。利用可能なヘッドルームに基づいて、保護ブーストブロック４１６は、一時およ
び／またはハイパス利得を適用することがオーディオ信号中にクリッピングを引き起こす
か否かを決定することができる。そうである場合は、その時は、保護ブーストブロック４
１６は信号に、減少させた利得を適用するかまたは利得を適用しないようにできる。そう
でない場合は、保護ブーストブロック４１６は全利得を信号に適用するかもしれない。保
護ブーストブロック４１６は、信号中のサンプルのそれぞれのブロックに対する（または
個々のサンプルへの）１つ以上の利得を計算することができる。いくつかの実施形態にお
いて、保護ブーストブロック４１６は、ブロックごとに（またはサンプルごとに）予め計
算された利得に対してスムージングアルゴリズムを用いて、利得がスムーズに移行するこ
とを可能にし、急速な利得変化からの望ましくないサウンドアーティファクトを回避する
。
【００５４】
　保護ブーストブロック４１６の出力はハイパスフィルタ（ＨＰＦ）４１８に提供され、
ハイパスフィルタ４１８は、スピーカの寿命を保護するためにいくらかの低周波数利得を
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オプション的に除去することができる。スピーカの再生可能な周波数レンジの低（または
高）端に適用されるあまりにも多くの利得はスピーカを損傷させることがある。したがっ
て、この可能性を回避するためまたは回避しようと試行するために、ハイパスフィルタ４
１８は、適用する利得を減少させることができ、ユーザが望むかまたはこの利得減少が恩
恵があるであろうと感じる場合は、ユーザ選択可能であってもよい。例えば、ハイパスフ
ィルタ４１８は、スピーカサイズ設定より下の周波数を除去することまたは減衰させるこ
とができる。したがって、スピーカサイズ設定は、ハイパスフィルタ４１８の、カットオ
フ周波数またはおおよそカットオフ周波数にすることができる。さらに、１つの実施形態
において、ハイパスフィルタ４１８は、４次フィルタのような、より高次のフィルタであ
ることにより、急なロールオフ特性を有することができる。フィルタの次数はまた、（よ
り低次または高次を含む）４次以外であってもよい。
【００５５】
　図６は、バスエンハンスメントシステム６００の他の実施形態を図示している。バスエ
ンハンスメントシステム６００は、図１～５に関して上述した、バスエンハンスメントシ
ステムの多くの特徴を備えている。例えば、バスエンハンスメントシステムはバスエンハ
ンサ６１０とイコライザ６２０とを備えている。レベルアジャスタ１３０はバスエンハン
スメントシステム６００から省略されているが、他の実施形態においては備えられていて
もよい。加えて、図示の簡略化のために、バスエンハンスメントシステム６００のいくつ
かの態様が単純化されている。例えば、スピーカサイズ依存カットオフ周波数と、初期反
射混合係数と、これらに類するものは省略されている。しかしながら、さまざまな実施形
態において、バスエンハンスメントシステム１００のこれらの特徴および他の特徴は、バ
スエンハンスメントシステム６００において実現されても（実現されなくても）よい。
【００５６】
　有利なことに、ある実施形態において、バスエンハンスメントシステム６００はバスエ
ンハンスメントシステム１００より少ないコンピューティングリソースしか使用しないか
もしれない。部分的には、バスエンハンスメントシステムが入力信号を（信号パス６０２
を介して）バスエンハンサ６１０の出力と組み合わせて、この組み合わせた出力をイコラ
イザ６２０に提供していることから、これらのコンピューティングリソースセービングが
起こり得る。加えて、バスエンハンサ６１０においては、バスエンハンサ２１０のローパ
スフィルタ（ＬＰＦ２１２）のうちの１つが省略されており、このことがコンピューティ
ングリソースの使用を減少させている。その代わりに、バスエンハンサ６１０は、初期反
射ＬＰＦ６２２と初期反射モジュール６２４とともに、高調波ジェネレータ６１４と、高
調波テールＬＰＦ６１５と、ラウドネスフィルタ６１６とを備えている。これらのコンポ
ーネントのそれぞれは、図２に関して上述した機能性のすべてを備えることができる。
【００５７】
　他の実施形態において、コンピューティングリソース使用をさらに減少させるために、
初期反射ＬＰＦ６２２と初期反射モジュール６２４とを省略してもよい。他の実施形態に
おいては、初期反射ＬＰＦ６２２の出力を初期反射モジュール６２４に提供することに加
えて、入力信号を高調波ジェネレータ６１４に提供する代わりに、この出力を高調波ジェ
ネレータ６１４に提供することができる。
【００５８】
　図７は、ダウンミックスバスエンハンスメントシステム７０１の実施形態を図示してい
る。ダウンミックスバスエンハンスメントシステム７０１は、上述したバスエンハンスメ
ント特徴を、個々のオーディオ信号に適用するよりもむしろ、２つ以上のオーディオ信号
のダウンミックスに適用することにより、マルチチャネル環境に対して追加の処理リソー
スセービングを提供することができる。図示した実施形態において、（以下で記述するよ
うに）システム７０１は２チャネルより多いチャネルに対しても使用することができるが
、システム７０１が２チャネル構成を実現していることが示されている。
【００５９】
　システム７０１は、バスエンハンスメントシステム１００または６００のいずれも実現



(19) JP 6177798 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

できるバスエンハンスメントシステム７００を備えている。左および右入力信号が、シス
テム７０１により受け取られて、コンバイナすなわち合算器ブロック７０２に提供される
。合算器ブロック７０２の出力はＬ＋Ｒ（左プラス右）信号であり、Ｌ＋Ｒ信号はバスエ
ンハンスメントシステム７００に提供される。バスエンハンスメントシステム７００は、
システム１００および／または６００に関して上述したバス処理のうちのいくつかまたは
すべてを実行し、出力を２つの合算器ブロック７０６に提供する。同様に、左入力信号お
よび右入力信号がそれぞれ、それぞれの合算器ブロック７０６に供給される。さらに、左
入力信号および右入力信号はそれぞれ、それぞれの利得ブロック７０４に提供され、利得
ブロック７０４のそれぞれは、出力をそれぞれの合算器ブロック７０６に供給する。実施
形態において、合算器ブロック７０６の出力は以下のとおりである。
【００６０】
　Ｌ出力＝Ｌ入力＋（Ｌ＋Ｒ）processed－α*（Ｌ入力＋Ｒ入力）
　Ｒ出力＝Ｒ入力＋（Ｌ＋Ｒ）processed－β*（Ｌ入力＋Ｒ入力）
　ここで、（Ｌ＋Ｒ）processedは、バスエンハンスメントシステム７００の出力であり
、α、βは、利得ブロック７０４のそれぞれの値である。実施形態において、αおよびβ
の値は０．５である。定数αおよびβは、同一にすることもできるし、または異なる実施
形態においては異なるようにすることもできる。
【００６１】
　２チャネルよりも多いシナリオにおいて、それぞれのチャネルを組み合わせることがで
き、組み合わされた信号として、バスエンハンスメントシステム７００により処理をする
ことができる。代替的に、いくつかのチャネルを集合的に処理してもよい一方で、他のチ
ャネルは個々に処理されるか、またはまったく処理されない。例えば、入力が５．１サラ
ウンドサウンド入力（例えば、左フロント、中央、右フロント、左サラウンド、右サラウ
ンド、サブウーファー）を含む場合、その時は、バスエンハンスメントシステム７００は
、組み合わされた左フロントおよび右フロント信号をエンハンスし、組み合わされた左サ
ラウンドおよび右サラウンド信号をエンハンスすることができる。代替的に、バスエンハ
ンスメントシステム７００は、左フロント信号および右フロント信号のそれぞれを別個に
エンハンスすることができる一方で、組み合わされた左および右サラウンド信号もエンハ
ンスする。さらに他の構成において、バスエンハンスメントシステム７００は、組み合わ
された、左フロント、中央、右フロント、ならびに左および右サラウンド信号をエンハン
スすることができる一方で、サブウーファー信号を別個にエンハンスする。他の多くのバ
リエーションもまた可能である。
【００６２】
　ＩＩ．例示的なプロット
　上述したプロットに加えて、図８ないし１９は、上述したバスエンハンスメントシステ
ムの入力掃引および出力掃引を図示する、追加の例示的なプロットを図示している。例え
ば、図８は、バスエンハンスメントシステムに供給することができる、例示的な、時間ド
メインにおける２チャネル入力対数掃引プロット８００を図示している。図９は、バスエ
ンハンスメントシステムによる処理の後の、入力対数掃引プロット８００に対応している
、例示的な時間ドメインにおける２チャネル出力対数掃引９００を図示している。これは
出力対数掃引であるために、時間が進行するにつれて周波数は変化しており、任意の所定
の時間点において１つの周波数のみが表されている。（例えば、スピーカサイズ設定周り
の）低周波数がエンハンスされる一方で、信号の残りは影響を受けない、またはあまり影
響を受けないままである。図１０は他の入力対数掃引プロット１０００を図示しているが
、周波数ドメインにおいてのものであり、それに対して、対応する周波数ドメインにおけ
る出力対数掃引プロット１１００が図１１において示されている。図１０の入力対数掃引
プロット１０００において、顕著な基本バス周波数１０１０が示されている。図１１の出
力対数掃引プロット１１００において、基本バス周波数１０１０の高調波１１１０が示さ
れており、これはバスエンハンスメントシステムにより発生されたものである。
【００６３】
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　図１２は時間ドメインにおける入力２トーン対数掃引プロット１２００を図示しており
、図１３は、バスエンハンスメントシステムによる処理の後の、対応する時間ドメインに
おける２トーン対数掃引出力プロット１３００を図示している。プロット９００のように
、どのように低周波数がエンハンスされているかをプロット１３００は示している。図１
４は、周波数ドメインにおける入力２トーン対数掃引のプロット１４００を図示しており
、２つの基本周波数１４１０を示している。これらの周波数の高調波１５１０は、図１５
における出力２トーン対数周波数掃引プロット１５００において示されている。図１６は
時間ドメインにおける入力コード掃引のプロット１６００を図示しており、図１７は対応
する周波数ドメインのプロット１７００を図示しており、コード掃引に対応する複数の基
本周波数を示している。図１８は、図１６のコード掃引に応答し、エンハンスした出力を
有する、バスエンハンスメントシステムの時間ドメイン出力のプロット１８００を図示し
ている。図１９は、図１８の時間ドメイン出力プロット１８００に対応している、周波数
ドメイン出力プロット１９００を図示している。
【００６４】
　図２０は、バスエンハンスメントシステム１００において、例えば、ブロック１３０、
４１２、４１６（例えば図４参照）のうちのいずれかにおいて実現されるかもしれない、
例示的な利得曲線のプロット２０００を図示している。利得曲線は、そうである必要はな
いが、ブロック４１２と４１６とに対して異なるように調整することができる。例えば、
異なる利得曲線は、（図４に関して上述したように）異なるニーと、異なるしきい値レベ
ルと、異なる利得量設定を有するかもしれない。
【００６５】
　さらに、ローパスフィルタおよび／またはハイパスフィルタ（または、ここで記述する
他のフィルタ）の任意のものが任意のフィルタ次数を有することができることに留意すべ
きである。例えば、フィルタの次数は、２次、３次、４次、またはより高くにすることが
できる。１つの実施形態において、より高次のフィルタリングを取り扱うための付加的な
処理能力を有するシステムにおいてはより高次のフィルタリングを提供し、よりリソース
が抑制されたシステムにおいてはより低次のフィルタリングを提供するように、フィルタ
次数は選択可能にすることができる。
【００６６】
　さらに、ここで記述される特徴の実施形態は、「低周波数オーディオエンハンスメント
システム」というタイトルの米国特許第６，２８５，７６７号に記述されているシステム
および特徴により、またはシステムおよび特徴とともに、実現することができ、その開示
はその全体が参照によってここに組み込まれている。
【００６７】
　さらに、便宜上、この開示の実施形態は、（利得および／またはフィルタのような）さ
まざまなエンハンスメントをオーディオ信号または入力オーディオ信号に適用することを
記述している。いくつかの実施形態において、ここで記述した第１のコンポーネントが入
力オーディオ信号にエンハンスメントを適用することに後続して、第２のコンポーネント
がその後、第１のコンポーネントにより出力されたエンハンス入力オーディオ信号に利得
またはフィルタを適用することができることを理解すべきである。しかしながら、記述の
簡略化のために、この開示では、エンハンスされた入力オーディオ信号の代わりに、第２
のコンポーネントが入力オーディオ信号にエンハンスメントを適用しているとして、とき
には交換可能に言及している。ここで記述する処理のうちのすべてではないにしても多く
は、示したり、記述したりしたのとは異なる時間順序で実現することができ、したがって
、この記述は、たとえコンポーネントが実際には他のコンポーネントにより既にエンハン
スされた入力オーディオ信号のバージョンをエンハンスしているかもしれないとしても、
それらのコンポーネントが入力オーディオ信号にエンハンスメントを適用していると、一
般的に言及していることを理解すべきである。
【００６８】
　ＩＩＩ．例示的なユーザインターフェース
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　上述したように、フィールドエンジニアや、製造者や、またはエンドユーザ（例えばリ
スナー）は、バスエンハンスメントシステム（例えば、ここで記述したバスエンハンスメ
ントシステムのうちの任意のもの）を実現するテレビまたは他のデバイス中で、バスエン
ハンスメントシステムを調整するためのユーザインターフェースを使用することができる
。図２３および２４は、そのようなユーザインターフェース２３００、２４００の例を図
示している。図２４のユーザインターフェース２４００は図２３のユーザインターフェー
ス２３００の続きであり、ユーザインターフェース２４００は、ユーザインターフェース
２３００からスクロールダウンすることにより到達することができる。ユーザインターフ
ェース２３００、２４００は、ブラウザにおいてまたはブラウザ以外のアプリケーション
において実現してもよい。さらに、ユーザインターフェース２３００、２４００は、ネッ
トワークを通してアクセスしてもよく、または、ユーザインターフェース２３００、２４
００を使用して調整されているデバイスにおいてローカル的にアクセスしてもよい。
【００６９】
　ユーザインターフェース２３００、２４００は、ユーザがバスエンハンスメントシステ
ムのさまざまな設定またはパラメータを調節することを可能にする、多数のユーザインタ
ーフェース制御２３１０、２４１０を備えている。示している例示的なユーザインターフ
ェース制御２３１０、２４１０は、チェックボックスと、スライドバーと、テキストボッ
クスとを含んでいる。これらの制御は単に例に過ぎず、他のタイプの制御を使用して、同
一のまたは類似した結果を達成することもできる。以下は、ユーザインターフェース２３
００、２４００において示されている設定のいくつかの態様の例示的な概要である。これ
らの設定のうちの多くはより詳細に上述している。これらの設定に対して示されているレ
ンジは、単に例に過ぎず、他の実施形態では変化させることができる。
【００７０】
　イネーブル／ディセーブル：この制御は、バスエンハンスメントシステム全体による処
理を含む、バス処理をイネーブルおよびディセーブルするために使用される。
【００７１】
　ＨＰのみイネーブル／ディセーブル：この制御がイネーブルされる場合、その時は、ハ
イパスフィルタのみが信号に適用される。ハイパスフィルタのカットオフ周波数（Ｆｃ）
は、スピーカサイズ×ハイパス比（以下を参照）として算出することができる。
【００７２】
　ＥＬＣフィルタイネーブル／ディセーブル：高調波パスに適用される、等ラウドネス曲
線に基づくフィルタ（例えば、ラウドネスフィルタ２１６、またはこれに類するもの）を
イネーブルする。
【００７３】
　入力マイナスＬＰイネーブル／ディセーブル：イネーブルされる時、一時利得パスが高
調波パス（例えば、混合器１１２により混合が実行される、バスエンハンサ１１０パス）
と混合される前に、未処理のローパスパスが一時利得パス（例えば、イコライザ１２０ま
たは３２０パス）から減算される。
【００７４】
　入力利得（ｄＢ）：バスエンハンスメントシステムにより処理される前の信号の利得は
この制御によって変えることができる。さまざまなオーディオソースはレベルが変化する
ことがあるので、この制御が、非常に低い信号を高めさせ、または非常に高い利得信号を
減少させることを可能にする。制御は－６０ｄＢから０ｄＢまで及ぶ。
【００７５】
　出力利得（ｄＢ）：バスエンハンスメントシステムによる処理の後に適用される出力利
得を設定する。出力利得はデシベルで指定されて、－６０ｄＢから０ｄＢまで及ぶ。
【００７６】
　ＨＰ補償スピーカサイズ比：この制御は、スピーカサイズの比として、ハイパス利得補
償カットオフ周波数（Ｆｃ）を設定する。ハイパス補償Ｆｃは、ＨＰ補償比×スピーカサ
イズとして算出される。この制御のレンジは［１，８］である。
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【００７７】
　ＨＰ利得：この制御は、信号に適用される、ハイパスシェルビングフィルタ４１４のハ
イパス利得を設定する（図４を参照）。この制御のレンジは［０，１８］ｄＢである。
【００７８】
　スピーカサイズ：この制御はスピーカサイズ設定を設定する。上述したように他のレン
ジを使用してもよいが、この制御のレンジは［４０，８００］Ｈｚである。
【００７９】
　ローパススピーカサイズ比：この制御は、スピーカサイズの比として適用される、ロー
パスフィルタのＦｃを設定するために使用される。Ｆｃ＝ローパススピーカサイズ比×ス
ピーカサイズ。この制御のレンジは［０．５，６］である。
【００８０】
　最大利得ＬＰのみイネーブル／ディセーブル：イネーブルされるとき、最大正規化利得
のみがローパスフィルタリングされた信号に適用される。この利得は、上述した低レベル
保護正規化ブロックにより実現することができ、例えば、図２０に関して上述した利得を
選択してもよい。
【００８１】
　最大正規化利得：この制御は、信号（最大利得ＬＰのみイネーブル／ディセーブル制御
の設定に依存する、ローパスまたは広帯域信号のいずれか）に適用することができる最大
正規化利得を設定する。この制御のレンジは［０，３０］ｄＢである。この利得は、上述
した低レベル保護正規化ブロック４１２により実現することができる。
【００８２】
　最大正規化利得しきい値：低レベル保護正規化ブロック４１２の実施形態により実現さ
れる最大利得曲線の下端に対するしきい値を設定する。この制御のレンジは［１０，６．
０］である。
【００８３】
　最大正規化利得ニー：低レベル保護正規化ブロック４１２の実施形態により実現される
最大利得曲線のニーを設定する。この制御に関するレンジは［０．１，０．６］である。
【００８４】
　ハイパス比：この制御は、信号に適用される、ハイパスフィルタのスピーカサイズ比を
設定する。信号に適用される、ハイパスフィルタのＦｃは、ハイパス比×スピーカサイズ
として算出することができる。この制御のレンジは［０．１，１］である。
【００８５】
　高調波クリップ定数：この制御は、高調波を発生させているときに高調波発生パスにお
いて適用される利得の量を、内部計算した利用可能なヘッドルームの割合として設定する
。この制御のレンジは［１，６］である。
【００８６】
　高調波利得：この制御は、高調波発生パスに適用される利得の量を設定する。この制御
のレンジは［－６０，２４］ｄＢである。実施形態において、０ｄＢはフルスケールであ
り、したがって、０ｄＢより上の任意の値はクリッピングを起こすかもしれない。他の実
施形態において、０ｄＢ未満の値は、オーディオ信号中のヘッドルームに依存して、クリ
ッピングを起こすことがある。
【００８７】
　高調波ＬＰＦスピーカサイズ比：この制御は、高調波発生ローパスフィルタパス（例え
ば、図２のブロック２１２以下参照）のＦｃをスピーカサイズの比として設定する。高調
波ＬＰＦのＦｃは、高調波ＬＰＦスピーカサイズ比×スピーカサイズとして算出すること
ができる。この制御のレンジは［０．１，６．０］である。
【００８８】
　パス混合定数：この制御は、高調波発生パスと一時利得パスとの間の混合比を設定する
。この制御のレンジは［０，１］である。より高い設定は、より多くの高調波パス信号を
混合に加える。
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【００８９】
　一時利得：この制御は、信号に適用される一時利得を設定する。この制御のレンジは［
０，２４］ｄＢである。
【００９０】
　一時傾き：この制御は、信号に適用される、一時利得フィルタの傾きを設定する。この
制御のレンジは［０．２５，４］である。
【００９１】
　初期反射イネーブル／ディセーブル：ローパスパスに加えられる初期反射パスをイネー
ブルする。
【００９２】
　タップ１混合：第１の初期反射タップの混合係数を設定する。
【００９３】
　タップ２混合：第２の初期反射タップの混合係数を設定する。
【００９４】
　タップ３混合：第３の初期反射タップの混合係数を設定する。
【００９５】
　初期反射混合：初期反射の混合比を設定する。
【００９６】
　これらのパラメータは、図２３および２４のユーザインターフェース（またはユーザス
クリプト、またはこれに類するもの）を使用して個々に設定してもよいが、有利なことに
、ある実施形態においては、そのようにする必要はないかもしれない。デバイスのさまざ
まな異なるタイプに示したバスパラメータのような多数のバスパラメータを、ユーザに調
整するように要求する代わりに、バスエンハンスメントシステムは、有利なように、ユー
ザが１個または数個のパラメータを調整することを可能にしてもよく、その後、バスエン
ハンスメントシステムが、ユーザが調整したパラメータに基づいて、他のさまざまなパラ
メータを調整することができる。例えば、ここで記述したスピーカサイズ設定はユーザに
より選択することができる。一度スピーカサイズ設定が指定されれば、バスエンハンスメ
ントシステムは、ここで記述するように、他の多数のパラメータを自動的に設定すること
ができる。例えば、以下のパラメータのうちのいくつかまたはすべては、数ある中で、ス
ピーカサイズ設定に依存するようにできる：スピーカサイズ設定に依存するようにできる
パラメータは、他の可能性がありそうなコンポーネントまたはパラメータの中でも、ロー
パスフィルタ２１２のカットオフ周波数（Ｆｃ）；初期反射混合；等化フィルタ３１２の
利得、中心周波数、および／または帯域幅；ハイパスシェルビングフィルタ４１４の利得
および／またはＦｃ；ハイパスフィルタ４１８のＦｃ；ならびにローパスフィルタ２４２
の利得である。同様に、上述したように、ここで記述する拡張バス制御はユーザ調節にす
ることができ、結果の拡張バス制御は、ラウドネスフィルタ２１６のＦｃおよび／または
利得、ならびに、等化フィルタ３１２の利得、中心周波数、および／または帯域幅に影響
を与えることができる。同様に、ここで記述する一時利得制御はユーザ調節にすることが
でき、その後、等化フィルタ３１２の利得、中心周波数、および／または帯域幅、ならび
に、ハイパスシェルビングフィルタ４１４の利得およびＦｃに影響を与えることができる
。
【００９７】
　したがって、一度ユーザが望むスピーカサイズ設定や、拡張バス制御や、および／また
は一時利得制御を入力すると、バスエンハンスメントシステムは他の多数のパラメータを
設定することができ、複数の異なるデバイスの急速な調整を促進し、バスエンハンスメン
トシステムが多数の異なるデバイスにおいてバスを生産的にエンハンスすることを可能に
する。
【００９８】
　ＩＶ．追加の実施形態
　ここで記述するバスエンハンスメントシステムが、多くのデバイスにおいて、改善され
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たバスを提供することができる一方で、非常に小型のスピーカを有するいくつかのデバイ
スでは、異なる恩恵が達成されるかもしれない。特に、バスがいくぶんエンハンスされる
かもしれない一方で、バスエンハンスメントシステムの恩恵の１つは、ボーカルサウンド
をより暖かくより豊かにすることにより、一般的にボーカルをエンハンスするかもしれな
いということである。この恩恵は非常に小型のスピーカを有するデバイスに限られるもの
でなく、バスエンハンスメントシステムからのより顕著なバスエフェクトも示す、より大
型のスピーカを有するデバイスにおいても存在しているかもしれない。したがって、バス
エンハンスメントシステムは、音声エンハンスメントに対して恩恵を提供することができ
、より多くの周波数が存在しているかのように低帯域幅音声が聞こえるようにできる。こ
の恩恵は、ボーカル周波数レンジへの高調波および分周波の追加に少なくとも部分的に由
来することがあり、これらは、制限された帯域幅によりボーカル周波数が欠落するのを少
なくとも部分的に埋め合わせをすることができる。したがって、バスエンハンスメントシ
ステムは、セル電話機や、地上線電話機や、会議通話機器や、留守番電話機や、これらに
類するものにおける、音声エンハンスメントとして使用することができる。
【００９９】
　さらに、いくつかの実施形態において、バスエンハンスメントシステムは、バス周波数
以外または低周波数以外の周波数レンジをエンハンスするために使用することができる。
例えば、バスエンハンスメントシステムを使用して、典型的なバス周波数より高いボーカ
ル周波数や、トレブル周波数や、またはこれに類する周波数を含む、オーディオスペクト
ル中の周波数の任意のサブセットを強調することができる。ここで記述したスピーカサイ
ズ設定は、スピーカもカットオフするような高周波数レンジに対してエンハンスメントを
実行するために使用してもよい。バスエンハンスメントシステムは、バス周波数および／
またはより高い周波数を含む、音楽をエンハンスするために使用してもよい。
【０１００】
　Ｖ．用語
　ここで記述した以外の多くのバリエーションが、この開示から明らかになるであろう。
実施形態に依存して、ここで記述したアルゴリズムのうちの任意の、あるアクト、イベン
ト、または機能を、異なるシーケンス中で実行することができ、ひとまとめにして追加し
たり、マージしたり、または、除外することができる（例えば、記述したアクトまたはイ
ベントのすべてが、アルゴリズムの実施のために必要なわけではない）。さらに、ある実
施形態では、例えば、マルチスレッド処理、割り込み処理、または、複数のプロセッサも
しくはプロセッサコアを通して、あるいは、他の並列アーキテクチャで、シーケンシャル
にではなく、同時にアクトまたはイベントを実行してもよい。さらに、異なるタスクまた
は処理は、一緒に機能することができる、異なる機械および／またはコンピューティング
システムにより、実行することができる。
【０１０１】
　ここで開示した実施形態に関連して記述した、さまざまな例示的な論理ブロック、モジ
ュール、およびアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア
、または双方の組み合わせたものとして実現されてもよい。ハードウェアおよびソフトウ
ェアの交換可能性を明確に示すために、さまざまな例示的なコンポーネント、ブロック、
モジュール、およびステップを一般的にこれらの機能性に関して上記で記述した。このよ
うな機能性がハードウェアあるいはソフトウェアとして実現されるか否かは、特定の応用
およびシステム全体に課せられた設計の制約に依存する。例えば、ビークル管理システム
１１０または２１０は、１つ以上のコンピュータシステム、または１つ以上のプロセッサ
を備えるコンピュータシステムによって、実現することができる。それぞれの特定の応用
に対して方法を変化させて、記述した機能性を実現することができるが、このようなイン
プリメンテーション決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じさせるものとして解釈すべき
ではない。
【０１０２】
　ここで開示した実施形態に関連して記述した、さまざまな例示的な論理的ブロックおよ
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びモジュールは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプ
ログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリ
ートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここで説明した機能を実行するために設計
されたこれらの組み合わせで、機械により、実現することができ、あるいは、実行するこ
とができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであるようにもできるが、代替的な実
施形態では、プロセッサは、制御装置、マイクロ制御装置、状態機械、または、これらの
組み合わせ、あるいは、これらに類するものであってもよい。プロセッサはまた、コンピ
ューティングデバイスの組み合わせとして、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組み
合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアを備えた１つ以上のマイクロプロセッサ
、あるいは、このようなコンフィギュレーションの他の何らかのものとして実現すること
もできる。コンピューティング環境は、数個挙げてみると、マイクロプロセッサに基づく
コンピュータシステムと、メインフレームコンピュータと、デジタル信号プロセッサと、
ポータブルコンピューティングデバイスと、パーソナルオーガナイザと、デバイス制御装
置と、アプライアンス内のコンピュテーショナルエンジンとを含むが、これらに限られな
い、任意のタイプのコンピュータシステムを含むことができる。
【０１０３】
　ここで開示した実施形態と関連して記述した方法、処理、またはアルゴリズムのステッ
プは、直接、ハードウェアで、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールで、
あるいは、２つの組み合わせで具現化することができる。ソフトウェアモジュールは、Ｒ
ＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ
、レジスタ、ハードディスク、リムーブバルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは、技術的
に知られている他の何らかの形態の一時的でないコンピュータ読取可能記憶媒体、媒体、
または物理コンピュータ記憶装置に存在することができる。例示的な記憶媒体は、プロセ
ッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロ
セッサに結合することができる。代替的な実施形態では、記憶媒体はプロセッサと一体化
されてもよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣに存在することができる。ＡＳＩ
Ｃはユーザ端末に存在することができる。代替的な実施形態では、プロセッサおよび記憶
媒体は、ユーザ端末中のディスクリートコンポーネントとして存在することができる。
【０１０４】
　数ある中で、“できる”、“かもしれない”、“してもよい”、“例えば”、および、
これらに類するもののような、ここで使用されている条件付きの言葉は、そうではないと
特に述べられていない限り、または、そうでなければ、使用されているような文脈内で理
解されない限り、一般的に、ある実施形態は、ある特徴、エレメントおよび／または状態
を含む一方で、他の実施形態は、ある特徴、エレメントおよび／または状態を含まないこ
とを伝えることを意図している。したがって、特徴、エレメント、および／または、状態
が、どんな方法であれ、１つ以上の実施形態に対して必要とされていることを、あるいは
、作者のインプットまたはプロンプティングの有無にかかわらず、これらの特徴、エレメ
ント、および／または、状態が、何らかの特定の実施形態中に含まれているか否かを、も
しくは、これらの特徴、エレメント、および／または、状態が、何らかの特定の実施形態
中で実行されることになるか否かを決めるためのロジックを１つ以上の実施形態が必ず含
んでいることを意味するように、このような条件付きの言葉は、一般的に意図していない
。“備えている”、“含んでいる”、“有している”、および、これらに類するものの言
葉は、制限のない方法で、同義であり、包括的に使用されており、付加的なエレメント、
特徴、アクト、操作等を除外するものではない。また、“または”の言葉は、例えば、“
または”の言葉がエレメントのリストをつなげて使用された時に、リスト内のエレメント
のうちの、１つ、いくつか、またはすべてを意味するように、包括した意味で（および排
他的な意味ではなく）使用されている。
【０１０５】
　上記の詳細な説明は、さまざまな実施形態に適用されるような新規の特徴を示し、記述
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し、指摘したが、示されているデバイスまたはアルゴリズムの形態ならびに詳細において
、本開示の精神から逸脱することなく、さまざまな省略、置換、および、変更を行うこと
ができることが理解されるだろう。認識されるように、いくつかの特徴は、他のものとは
別々に使用または実施することができるので、ここで記述されている本発明のある実施形
態は、ここで述べた特徴および恩恵のすべてを提供しない形態内で具現化することができ
る。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］バスオーディオをエンハンスするシステムにおいて、
　前記システムは、
　１つ以上のプロセッサを備えるバスエンハンサと、
　スピーカの最も低い再生可能な周波数を含む、入力オーディオ信号中の周波数を強調す
るように構成されているイコライザと、
　前記入力オーディオ信号中の少なくともより低い周波数の帯域に、利得を適応的に適用
するように構成されているレベルアジャスタとを具備し、
　前記バスエンハンサは、前記入力オーディオ信号中の利用可能なヘッドルームに少なく
とも部分的に基づいて、前記入力オーディオ信号の１つ以上のバス周波数の高調波を発生
させるように構成されており、
　前記利得は、前記入力オーディオ信号中の利用可能なヘッドルームに依存しているシス
テム。
［２］前記バスエンハンサは、少なくとも、
　前記入力オーディオ信号中の利用可能なヘッドルームを決定することと、
　前記入力オーディオ信号のうちのおおよそ半分に第２の利得を適用することとにより、
前記高調波を発生させるようにさらに構成されており、
　前記第２の利得は、前記入力オーディオ信号中の前記利用可能なヘッドルームより大き
く、それにより、前記入力オーディオ信号中の１つ以上の基本バス周波数の高調波を発生
させる［１］記載のシステム。
［３］前記バスエンハンサは、前記入力オーディオ信号中の他の周波数に対して前記１つ
以上のバス周波数を強調するように構成されているラウドネスフィルタをさらに備える［
１］または［２］記載のシステム。
［４］前記ラウドネスフィルタは、反転等ラウドネス曲線を前記入力オーディオ信号に適
用する［３］記載のシステム。
［５］前記バスエンハンサは、前記入力オーディオ信号をタップ遅延線によりフィルタリ
ングするように構成されている初期反射モジュールをさらに備える［１］または［２］記
載のシステム。
［６］前記タップ遅延線は、バス周波数により再生される反響をシミュレートするように
構成されている［５］記載のシステム。
［７］前記初期反射モジュールは、タップ遅延と前記タップ遅延線の係数とのうちの１つ
または両方を経時的にランダム化するように構成されている［５］または［６］記載のシ
ステム。
［８］前記バスエンハンサの出力を前記入力オーディオ信号と組み合わせて、コンバイナ
出力を生成させるように構成されているコンバイナをさらに具備し、
　前記コンバイナは、前記コンバイナ出力を前記イコライザに提供するようにさらに構成
されている［１］または［２］記載のシステム。
［９］前記レベルアジャスタは、前記入力オーディオ信号中の高周波数の帯域に対するバ
ランスを回復するように構成されているハイパスシェルビングフィルタをさらに備える［
１］または［２］記載のシステム。
［１０］オーディオをエンハンスするための方法において、
　前記方法は、
　入力オーディオ信号の第１の周波数の高調波を１つ以上のプロセッサにより発生させて
、エンハンスされたオーディオ信号を生成させることと、
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　前記エンハンスされたオーディオ信号中の第２の周波数を等化フィルタにより強調して
、出力オーディオ信号を生成させることと、
　前記出力オーディオ信号をスピーカに供給することとを含み、
　前記第２の周波数は、前記スピーカのスピーカサイズ設定に対応している方法。
［１１］前記高調波を発生させることは、
　前記入力オーディオ信号中の利用可能なヘッドルームを決定することと、
　前記入力オーディオ信号のうちのおおよそ半分に利得を適用することとをさらに含み、
　前記利得は、前記入力オーディオ信号中の前記利用可能なヘッドルームより大きく、そ
れにより、前記入力オーディオ信号中の１つ以上の基本バス周波数の高調波を発生させる
［１０］記載の方法。
［１２］前記第２の周波数は、前記第１の周波数のうちの少なくともいくつかを含む［１
０］または［１１］記載の方法。
［１３］前記第２の周波数は、前記スピーカサイズ設定周りの周波数の帯域を含む［１０
］または［１１］記載の方法。
［１４］前記第１の周波数は、バス周波数を含む［１０］または［１１］記載の方法。
［１５］バス周波数により再生される反響をシミュレートするように構成されているタッ
プ遅延線により、前記入力オーディオ信号をフィルタリングすることをさらに含む［１０
］または［１１］記載の方法。
［１６］タップ遅延と前記タップ遅延線の係数とのうちの１つまたは両方を経時的にラン
ダム化することをさらに含む［１５］記載の方法。
［１７］前記入力オーディオ信号は、２つ以上の入力信号のダウンミックスを含む［１０
］または［１１］記載の方法。
［１８］前記２つ以上の入力信号は、左フロント信号と、右フロント信号と、中央信号と
、左サラウンド信号と、右サラウンド信号とのうちの２つ以上を含む［１７］記載の方法
。
［１９］１つ以上のプロセッサにより実行されるとき、バスオーディオをエンハンスする
ための動作を前記１つ以上のプロセッサに実現させる、その上に記憶されている命令を含
む、一時的でない物理電子記憶装置において、
　前記動作は、
　入力オーディオ信号を受け取ることと、
　前記入力オーディオ信号中の利用可能なヘッドルームを決定することと、
　前記入力オーディオ信号のうちのおおよそ半分に利得を適用して、部分的にクリップさ
れたオーディオ信号を生成させることとを含み、
　前記利得は、前記入力オーディオ信号中の前記利用可能なヘッドルームより大きく、そ
れにより、前記入力オーディオ信号中の１つ以上のバス周波数の高調波を発生させる一時
的でない物理電子記憶装置。
［２０］前記動作は、
　前記入力オーディオ信号を前記部分的にクリップされたオーディオ信号に加えて、組み
合わされたオーディオ信号を生成させることと、
　前記組み合わされたオーディオ信号中の周波数の帯域を強調することとをさらに含み、
　前記周波数の帯域はスピーカサイズ設定に関係付けられている［１９］記載の一時的で
ない物理電子記憶装置。
［２１］前記動作は、バス周波数により再生される反響をシミュレートするように構成さ
れているタップ遅延線により、前記入力オーディオ信号をフィルタリングすることをさら
に含む［１９］または［２０］記載の一時的でない物理電子記憶装置。
［２２］前記動作は、タップ遅延と前記タップ遅延線の係数とのうちの１つまたは両方を
経時的にランダム化することをさらに含む［２１］記載の一時的でない物理電子記憶装置
。
［２３］１つ以上のプロセッサと組み合わされている［１９］または［２０］記載の一時
的でない物理電子記憶装置。
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［２４］バスオーディオをエンハンスするシステムであって、
　前記システムは、
　ユーザにより入力されるスピーカサイズ設定にアクセスするようにと、
　前記スピーカサイズ設定に少なくとも部分的に基づいて、バスエンハンスメントの複数
のバスエンハンスメントパラメータを構成するようにと、
　前記バスエンハンスメントパラメータを使用して前記バスエンハンスメントをオーディ
オ入力信号に適用して、前記オーディオ入力信号のバス周波数をエンハンスするように構
成されている１つ以上のプロセッサを具備するシステム。
［２５］前記バスエンハンスメントパラメータは、カットオフ周波数と、利得と、帯域幅
とのうちの１つ以上を含む［２４］記載のシステム。
［２６］前記バスエンハンスメントパラメータは、前記スピーカサイズ設定より上の周波
数を減衰させるように構成されているローパスフィルタのカットオフ周波数を含む［２４
］または［２５］記載のシステム。
［２７］前記バスエンハンスメントパラメータは、前記オーディオ入力信号中の周波数の
帯域を強調するように構成されている等化フィルタの帯域幅を含む［２４］または［２５
］記載のシステム。
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