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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドホンの筐体の外部に向けて設置され当該ヘッドホンの外部ノイズを収音するマイ
クロホンと、
　前記マイクロホンで収音したアナログ音声信号をデジタル音声信号に変換するＡ／Ｄ変
換手段と、
　所定の入力音声信号をミューティングするミューティング手段と、
　前記ミューティング手段で前記所定の入力音声信号をミューティングしているときに、
前記Ａ／Ｄ変換手段で得られたデジタル音声信号について、高域成分除去及びダウンサン
プリングを行った上で、ノイズの特性を分析するノイズ特性分析手段と、
　複数種のノイズ特性に応じて予め用意された複数セットのパラメータを保持する保持手
段と、
　前記保持手段に保持されている複数セットのパラメータのうちで、前記ノイズ特性分析
手段による分析結果のノイズ特性であるノイズの低減に適したパラメータのセットを選択
する選択設定手段と、
　前記デジタル音声信号と前記選択されたパラメータのセットを用いて、ノイズ低減音声
信号を生成するデジタル処理手段と、
　前記ノイズ低減音声信号と、前記所定の入力音声信号とを音響再生するスピーカと、
　を備えたヘッドホン。
【請求項２】
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　電源投入時、所定の操作入力があったとき、一定時間毎、のいずれか、または、そのす
べての場合において、
　前記ノイズ特性分析手段は、前記ノイズの特性の分析を行ない、
　前記選択設定手段は、前記ノイズ特性分析手段の分析結果に基づいて、前記保持手段に
保持されている複数セットのパラメータのうちから一つのパラメータのセットを選択し、
前記デジタル処理手段に供給する前記パラメータを更新する、
　請求項１に記載のヘッドホン。
【請求項３】
　前記マイクロホンで収音した音声信号から前記所定の入力音声信号の成分を除去してノ
イズを抽出する手段を備え、
　前記ノイズ特性分析手段は、前記ノイズを抽出する手段で抽出されたノイズの特性の分
析を行なう
　請求項１又は請求項２に記載のヘッドホン。
【請求項４】
　前記マイクロホンで収音して得たノイズの変化が、所定の大きさ以上となったときに、
　前記ノイズ特性分析手段は、前記ノイズの特性の分析を行ない、
　前記選択設定手段は、前記ノイズ特性分析手段の分析結果に基づいて、前記保持手段に
保持されている複数セットのパラメータのうちから一つのパラメータのセットを選択し、
前記デジタル処理手段に供給する前記パラメータを更新する
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のヘッドホン。
【請求項５】
　前記ノイズのアナログ音声信号から、第２のノイズ低減音声信号を生成するアナログ処
理手段を設けると共に、
　前記アナログ処理手段で生成した前記第２のノイズ低減音声信号を音響再生して、前記
ノイズと音響的に合成することにより前記ノイズを低減するようにする系を、さらに備え
た
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載のヘッドホン。
【請求項６】
　前記スピーカは、装着されたときに、耳の近傍において、前記ノイズ低減音声信号と、
前記所定の入力音声信号とが加算手段で加算された音声信号を音響再生する
　請求項１乃至請求項５のいずれかに記載のヘッドホン。
【請求項７】
　ヘッドホン筐体の外部に向けて設置されて外部ノイズを収音するマイクロホンで収音し
たアナログ音声信号をＡ／Ｄ変換手段でデジタル音声信号に変換し、
　所定の入力音声信号をミューティングしているときに、
　前記Ａ／Ｄ変換手段で得られたデジタル音声信号について、高域成分除去及びダウンサ
ンプリングを行った上で、ノイズの特性を分析し、
　保持手段に保持されている、複数種のノイズ特性に応じて予め用意された複数セットの
パラメータのうちで、前記分析の結果のノイズ特性であるノイズの低減に適したパラメー
タのセットを選択し、
　前記デジタル音声信号と前記選択されたパラメータのセットを用いて、ノイズ低減音声
信号を生成し、
　前記ノイズ低減音声信号と、前記所定の入力音声信号とをスピーカから音響再生する、
　ヘッドホンのノイズ低減方法。
【請求項８】
　ヘッドホン筐体の外部に向けて設置されて外部ノイズを収音するマイクロホンで収音し
て得たノイズのアナログ音声信号をデジタル音声信号に変換し、前記デジタル音声信号か
ら前記ノイズを低減するためのノイズ低減音声信号を生成し、前記ノイズ低減音声信号を
スピーカから音響再生して、前記ノイズと音響的に合成することで前記ノイズを低減する
ための演算処理として、
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　所定の入力音声信号をミューティングしているときに、
　前記マイクロホンで収音して得たノイズのデジタル音声信号について、高域成分除去及
びダウンサンプリングを行った上で、ノイズの特性を分析するノイズ特性分析処理と、
　前記ノイズ低減音声信号を生成するために用いられるパラメータであって、複数種のノ
イズ特性に応じて予め用意された複数セットの前記パラメータを保持する保持手段から、
前記ノイズ特性分析処理による分析結果のノイズ特性であるノイズの低減に適したパラメ
ータのセットを選択する選択設定処理と、
　前記デジタル音声信号を受けると共に、前記選択設定処理で選択されたパラメータのセ
ットを受けて、前記ノイズ低減音声信号を生成するデジタル処理と、
　前記ノイズ低減音声信号と、所定の入力音声信号とを前記スピーカにより音響再生する
ために合成する音響再生処理と、
　を演算処理装置に実行させるノイズ低減処理用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ヘッドホン、ヘッドホンのノイズ低減方法、ノイズ低減処理用プログラム
に関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００２】
【特許文献１】特許第２７７８１７３号公報
【特許文献２】特許第２８６７４６１号公報
【背景技術】
【０００３】
　携帯型のオーディオプレーヤの普及に伴い、当該携帯型のオーディオプレーヤ用のヘッ
ドホンやイヤホンを対象として、外部環境のノイズ（騒音）を低減して、リスナに対して
、外部ノイズを低減した良好な再生音場空間を提供するようにしたノイズ低減システムが
普及し始めている。
【０００４】
　この種のノイズ低減システムの一例は、アクティブなノイズ低減を行なうアクティブ方
式のノイズ低減システムで、基本的には、次のような構成を備える。すなわち、音響－電
気変換手段としてのマイクロホンで外部ノイズ（騒音）を収音し、その収音したノイズの
音声信号から、前記ノイズとは音響的に逆相のノイズ低減音声信号を生成し、当該生成し
たノイズ低減音声信号を、電気－音響変換手段としてのスピーカで音響再生して、前記ノ
イズと音響的に合成することで、前記ノイズを低減するようにする（特許文献１（特許第
２７７８１７３号公報）参照）。
【０００５】
　このアクティブ方式のノイズ低減システムにおいては、従来は、前記ノイズ低減音声信
号を生成する部分は、アナログ回路（アナログフィルタ）で構成されており、どのような
ノイズ環境でも、それなりのノイズ低減ができるようなフィルタ回路に固定されている。
【０００６】
　また、ヘッドホン装置として、適応処理を用いる適応フィルタを用いるノイズ低減シス
テムを搭載し、外部ノイズが大きな環境においても、そのノイズを軽減させた状態で、音
楽を再生することができるようにしたものも提案されている（例えば特許文献２（特許第
２８６７４６１号公報）参照）。
【０００７】
　この特許文献２に記載の騒音低減ヘッドホンのノイズ低減システムは、適応信号処理を
用いて適応フィルタを最適なものに自動設定するようにしたもので、ヘッドホン筐体の外
部に、外部ノイズを収音するためのマイクロホンが設けられると共に、適応信号処理によ
る音響合成の結果としての残差（エラー）成分を収音するためのマイクロホンがヘッドホ
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ン筐体内部に設けられる。
【０００８】
　そして、この適応処理のノイズ低減システムにおいては、ヘッドホン筐体内部に設けら
れたマイクロホンからの残差信号を解析して、適応フィルタを更新することにより、外部
ノイズに対して適応的にノイズ低減するように構成されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、一般的に、ノイズ環境特性は、周波数特性で観察したとしても、飛行場、駅
のプラットフォーム、工場などの場所の環境によって大きく異なっている。したがって、
ノイズ低減のためのフィルタ特性は、本来は、各ノイズ環境特性に合わせた最適なものを
用いることが望まれる。
【００１０】
　しかしながら、上述したように、従来のアクティブ方式のノイズ低減システムでは、ど
のようなノイズ環境においても、それなりのノイズ低減ができるような単一フィルタ特性
のフィルタ回路に固定されている。このため、従来のアクティブ方式のノイズ低減システ
ムでは、ノイズ低減しようとしている場所のノイズ環境特性に適合するノイズ低減は行う
ことはできないという問題があった。
【００１１】
　そこで、単一のフィルタ特性のフィルタ回路とせずに、種々のフィルタ特性の複数個の
フィルタ回路を設けて、場所のノイズ環境特性に適合するフィルタ回路を切換選択するよ
うにすることが考えられる。この場合、従来は、アナログ回路構成であるので、ハードウ
エア回路自体を切り換えることになる。
【００１２】
　しかしながら、このように複数個のフィルタ回路を設けて、その一つを切換選択するよ
うに構成した場合には、ハードウエア構成が大規模になり、コスト高ともなってしまうと
いう問題があり、携帯機器に使用するノイズ低減システムとしては、実用的ではない。
【００１３】
　一方、適応処理を用いるノイズ低減システムを用いれば、当該ノイズ低減システムを使
用する場所におけるノイズに適応的に適応フィルタが更新されるので、フィルタ回路を複
数個設ける必要は無い。
【００１４】
　そのため、適応信号処理を使ってノイズ低減（キャンセル）する手法は、特許文献や学
会発表などに多数提案されているが、システムとしての安定性の問題、処理規模が大きく
なること、対象が周期的ノイズ波形にしか向いていないこと、コスト対効果（コストパフ
ォーマンス）などの問題がクリアされておらず、実際に商品化されていないのが現状であ
る。
【００１５】
　この発明は、以上の点にかんがみ、適応処理を用いないアクティブ方式のノイズ低減シ
ステムを採用するも、ノイズ環境に適切に対応したノイズ低減をすることが可能なノイズ
低減装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記の課題を解決するために、請求項１のヘッドホンは、ヘッドホンの筐体の外部に向
けて設置され当該ヘッドホンの外部ノイズを収音するマイクロホンと、前記マイクロホン
で収音したアナログ音声信号をデジタル音声信号に変換するＡ／Ｄ変換手段と、所定の入
力音声信号をミューティングするミューティング手段と、前記ミューティング手段で前記
所定の入力音声信号をミューティングしているときに、前記Ａ／Ｄ変換手段で得られたデ
ジタル音声信号について、高域成分除去及びダウンサンプリングを行った上で、ノイズの
特性を分析するノイズ特性分析手段と、複数種のノイズ特性に応じて予め用意された複数
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セットのパラメータを保持する保持手段と、前記保持手段に保持されている複数セットの
パラメータのうちで、前記ノイズ特性分析手段による分析結果のノイズ特性であるノイズ
の低減に適したパラメータのセットを選択する選択設定手段と、前記デジタル音声信号と
前記選択されたパラメータのセットを用いて、ノイズ低減音声信号を生成するデジタル処
理手段と、前記ノイズ低減音声信号と、前記所定の入力音声信号とを音響再生するスピー
カとを備える。
【００１７】
　上述の構成のヘッドホンにおいては、アクティブ方式のノイズ低減を行なうものである
が、ノイズ低減音声信号は、デジタル処理手段により生成される。そして、保持手段には
、種々のノイズ環境に応じたノイズの特性に応じたパラメータが複数個保持されており、
デジタル処理手段は、その複数個のパラメータのうちの、適切なノイズ特性のパラメータ
を用いてノイズ低減音声信号を生成することができる。したがって、多種多様なノイズ環
境に適切に対応したノイズ低減をすることができる。
【００１８】
　この場合に、ハードウエア構成としては、保持手段に複数種のノイズ特性に応じた複数
個のパラメータを保持して、そのうちでノイズの低減に適したパラメータを選択するよう
にする選択設定手段を設けるだけでよいので、アナログフィルタ回路を用いる場合に比べ
て、大規模になることはない。すなわち、多種多様なノイズ特性に対応するようにする場
合でも、その多種多様なノイズ特性に応じた複数個のパラメータを保持するだけでよいの
で、多数のアナログフィルタ回路を設けて、切り換えるようにする場合に比べて、構成が
簡単で済み、コスト的にも有利である。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明によれば、アクティブ方式のノイズ低減手法を用いても、ノイズ環境に適切に
対応したノイズ低減をすることが可能であり、かつ、回路規模が大きくならず、コスト的
にも実用的なノイズ低減装置を搭載したヘッドホンを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】この発明によるノイズ低減装置の第１の実施形態が適用されたヘッドホン装置の
例のブロック図である。
【図２】この発明によるノイズ低減装置の第１の実施形態の構成を、伝達関数を用いて示
した図である。
【図３】この発明によるノイズ低減装置の実施形態を説明するために用いる図である。
【図４】この発明によるノイズ低減装置の第１の実施形態を説明するために用いる図であ
る。
【図５】この発明によるノイズ低減装置の実施形態における要部の動作を説明するための
フローチャートを示す図である。
【図６】この発明によるノイズ低減装置の実施形態を説明するために用いる図である。
【図７】この発明によるノイズ低減装置の第２の実施形態が適用されたヘッドホン装置の
例のブロック図である。
【図８】この発明によるノイズ低減装置の第２の実施形態の構成を、伝達関数を用いて示
した図である。
【図９】フィードバック方式のノイズ低減システムと、フィードフォワード方式のノイズ
低減システムの減衰特性を説明するために用いる図である。
【図１０】第３および第４の実施形態を説明するために用いる図である。
【図１１】第３および第４の実施形態を説明するために用いる図である。
【図１２】第３および第４の実施形態を説明するために用いる図である。
【図１３】第３および第４の実施形態を説明するために用いる図である。
【図１４】この発明によるノイズ低減装置の第３の実施形態が適用されたヘッドホン装置
の例のブロック図である。
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【図１５】この発明によるノイズ低減装置の第３の実施形態の特性を説明するために用い
る図である。
【図１６】この発明によるノイズ低減装置の第４の実施形態が適用されたヘッドホン装置
の例のブロック図である。
【図１７】この発明によるノイズ低減装置の第５の実施形態が適用されたヘッドホン装置
の例のブロック図である。
【図１８】この発明によるノイズ低減装置の第５の実施形態が適用されたヘッドホン装置
の他の例のブロック図である。
【図１９】図１８の一部のブロックの詳細構成例を示す図である。
【図２０】この発明によるノイズ低減装置の第６の実施形態が適用されたヘッドホン装置
の例のブロック図である。
【図２１】この発明によるノイズ低減装置の第７の実施形態が適用されたヘッドホン装置
の例のブロック図である。
【図２２】この発明によるノイズ低減装置の第７の実施形態の要部の動作を説明するため
のフローチャートを示す図である。
【図２３】図２１の第７の実施形態の構成例の一部のブロックの、具体的構成例を示す図
である。
【図２４】図２１の第７の実施形態の構成例の一部のブロックの、具体的構成例を示す図
である。
【図２５】この発明によるノイズ低減装置の第７の実施形態の要部の動作を説明するため
に用いる図である。
【図２６】この発明によるノイズ低減装置の第７の実施形態の要部の動作を説明するため
のフローチャートを示す図である。
【図２７】第８の実施形態のヘッドホン装置の構成例を示すブロック図である。
【図２８】第８の実施形態の要部の動作を説明するために用いるフローチャートを示す図
である。
【図２９】第９の実施形態のヘッドホン装置の構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、この発明によるノイズ低減装置の幾つかの実施形態を、図を参照しながら説明す
る。以下に説明する実施形態は、いずれも、この発明によるノイズ低減装置を、この発明
によるノイズ低減音声出力装置の実施形態としてのヘッドホン装置に適用した場合である
。
【００２２】
　ところで、アクティブなノイズ低減を行なうシステムとしては、フィードバック方式（
フィードバック型）と、フィードフォワード方式（フィードフォワード型）とがある。こ
の発明は、いずれの方式のノイズ低減システムにも適用可能である。
【００２３】
　また、ノイズ環境に応じたノイズ低減装置における特性を変更する方式は、ユーザの選
択指示に応じて行なう手動選択方式と、ノイズ環境に応じて特性を自動的に変更する自動
変更方式の２通りがある。
【００２４】
　［手動選択方式］
　［第１の実施形態（フィードバック方式のノイズ低減装置）］
　まず、フィードバック方式のノイズ低減システムに、この発明を適用した実施形態につ
いて説明する。図１は、この発明によるノイズ低減装置の実施形態を適用したヘッドホン
装置の実施形態の構成例を示すブロック図である。
【００２５】
　図１においては、説明の簡単のため、ヘッドホン装置のリスナ（聴取者）１の右耳側の
部分のみについての構成を示している。これは、後述する他の実施形態の場合も同様であ
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る。なお、左耳側の部分も同様に構成されるのは言うまでもない。
【００２６】
　図１では、リスナ１が実施形態のヘッドホン装置を装着したことにより、リスナ１の右
耳が右耳用ヘッドホン筐体（ハウジング部）２により覆われている状態を示している。ヘ
ッドホン筐体２の内側には、電気信号である音声信号を音響再生する電気－音響変換手段
としてのヘッドホンドライバーユニット（以下、単にドライバーという）１１が設けられ
ている。
【００２７】
　そして、音声信号入力端１２を通じた、例えば音楽信号がイコライザ回路１３および加
算回路１４を通じてパワーアンプ１５に供給され、このパワーアンプ１５を通じた音楽信
号がドライバー１１に供給されて、音響再生され、リスナ１の右耳に対して音楽信号の再
生音が放音されるようにされている。
【００２８】
　音声信号入力端１２は、携帯型音楽再生装置のヘッドホンジャックに差し込まれるヘッ
ドホンプラグから構成されるものである。この音声信号入力端１２と、左右の耳用のドラ
イバー１１との間の音声信号伝送路中には、イコライザ回路１３、加算回路１４、パワー
アンプ１５の他、後述する、音響－電気変換手段としてのマイクロホン２１、マイクロホ
ンアンプ（以下、単にマイクアンプという）２２、ノイズ低減用のフィルタ回路２３、メ
モリ２４、メモリコントローラ２５、操作部２６などを備えるノイズ低減装置部２０が設
けられる構成とされている。
【００２９】
　図示は省略するが、このノイズ低減装置部２０とドライバー１１、マイクロホン２１、
また、音声信号入力端１２を構成するヘッドホンプラグとの間は、接続ケーブルで接続さ
れている。２０ａ，２０ｂ，２０ｃは、ノイズ低減装置部２０に対して接続ケーブルが接
続される接続端子部である。
【００３０】
　この図１の第１の実施形態では、リスナ１の音楽聴取環境において、ヘッドホン筐体２
の外のノイズ源３から、ヘッドホン筐体２内のリスナ１の音楽聴取位置に入り込むノイズ
をフィードバック方式で低減して、音楽を良好な環境で聴取することができるようにする
。
【００３１】
　フィードバック方式のノイズ低減システムにおいては、リスナ１の音楽聴取位置である
ところの、ノイズとノイズ低減音声信号の音響再生音とを合成する音響合成位置（ノイズ
キャンセルポイントＰｃ）でのノイズをマイクロホンで収音するものである。
【００３２】
　したがって、この第１の実施形態においては、ノイズ収音用のマイクロホン２１は、ヘ
ッドホン筐体（ハウジング部）２の内側となるノイズキャンセルポイントＰｃに設けられ
る。このマイクロホン２１の位置の音が制御点となるため、ノイズ減衰効果を考慮し、ノ
イズキャンセルポイントＰｃは、通常耳に近い位置、つまりドライバー１１の振動板前面
とされ、この位置に、マイクロホン２１が設けられる。
【００３３】
　そして、そのマイクロホンで収音したノイズの逆相成分を、ノイズ低減音声信号生成部
で、ノイズ低減音声信号として生成し、その生成したノイズ低減音声信号をドライバー１
１に供給して音響再生することで、外部からヘッドホン筐体２内に入ってきたノイズを低
減させるものである。
【００３４】
　ここで、ノイズ源３におけるノイズと、ヘッドホン筐体２内に入り込んだノイズ３´と
は同じ特性ではない。しかし、フィードバック方式のノイズ低減システムにおいては、ヘ
ッドホン筐体２内に入り込んだノイズ３´、すなわち、低減対象のノイズ３´を、マイク
ロホン２１で収音することになる。
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【００３５】
　したがって、フィードバック方式では、ノイズ低減音声信号生成部は、マイクロホン２
１によりノイズキャンセルポイントＰｃで収音したノイズ３´をキャンセルするように、
前記ノイズ３´の逆相成分を生成すればよい。
【００３６】
　この実施形態では、フィードバック方式のノイズ低減音声信号生成部として、デジタル
フィルタ回路２３を用いる。この実施形態では、フィードバック方式でノイズ低減音声信
号を生成するので、デジタルフィルタ回路２３は、以下、ＦＢフィルタ回路２３と称する
こととする。
【００３７】
　ＦＢフィルタ回路２３は、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏ
ｒ）２３２と、その前段に設けられるＡ／Ｄ変換回路２３１と、その後段に設けられるＤ
／Ａ変換回路２３３とで構成される。
【００３８】
　マイクロホン２１で収音された得られたアナログ音声信号は、マイクアンプ２２を通じ
てＦＢフィルタ回路２３に供給され、Ａ／Ｄ変換回路２３１によりデジタル音声信号に変
換される。そして、そのデジタル音声信号がＤＳＰ２３２に供給される。
【００３９】
　ＤＳＰ２３２には、フィードバック方式のデジタルノイズ低減音声信号を生成するため
のデジタルフィルタが構成される。このデジタルフィルタは、これに入力されるデジタル
音声信号から、これに設定されるパラメータとしてのフィルタ係数に応じた特性の前記デ
ジタルノイズ低減音声信号を生成する。ＤＳＰ２３２のデジタルフィルタに設定されるフ
ィルタ係数は、この実施形態では、メモリ２４からメモリコントローラ２５を通じて供給
される。
【００４０】
　この実施形態では、メモリ２４には、種々の異なる複数のノイズ環境におけるノイズを
、ＤＳＰ２３２のデジタルフィルタで生成するフィードバック方式によるノイズ低減音声
信号により低減することができるようにするために、後述するような複数個（複数セット
）のパラメータとしてのフィルタ係数が記憶されている。
【００４１】
　メモリコントローラ２５は、このメモリ２４から、特定の１個（１セット）のフィルタ
係数を読み出して、ＤＳＰ２３２のデジタルフィルタに設定するようにする。
【００４２】
　そして、この実施形態では、メモリコントローラ２５に対しては、操作部２６の操作出
力信号が供給されており、メモリコントローラ２５は、この操作部２６からの操作出力信
号に応じて、メモリ２４から特定の１個（１セット）のフィルタ係数を選択して読み出し
、ＤＳＰ２３２のデジタルフィルタに設定するようにする。
【００４３】
　そして、ＤＳＰ２３２のデジタルフィルタでは、以上のようにして、メモリコントロー
ラ２５を介してメモリ２４から選択的に読み出されて設定されたフィルタ係数に応じたデ
ジタルノイズ低減音声信号を生成する。
【００４４】
　そして、ＤＳＰ２３２で生成されたデジタルノイズ低減音声信号は、Ｄ／Ａ変換回路２
３３においてアナログノイズ低減音声信号に変換される。そして、このアナログノイズ低
減音声信号が、ＦＢフィルタ回路２３の出力信号として加算回路１４に供給される。
【００４５】
　この加算回路１４には、ヘッドホンによりリスナ１が聴取したいとされる入力音声信号
（音楽信号など）Ｓが、音声信号入力端１２を通じ、イコライザ回路１３を通じて供給さ
れる。イコライザ回路１３は、入力音声信号の音特補正を行なう。
【００４６】



(9) JP 5811993 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

　加算回路１４の加算結果の音声信号は、パワーアンプ１５を通じてドライバー１１に供
給されて、音響再生される。この音響再生されてドライバー１１により放音される音声に
は、ＦＢフィルタ２３において生成されたノイズ低減音声信号による音響再生成分が含ま
れる。このドライバー１１で音響再生された放音された音声のうちの、ノイズ低減音声信
号による音響再生成分とノイズ３´とが、音響合成されることにより、ノイズキャンセル
ポイントＰｃでは、ノイズ３´が低減（キャンセル）される。
【００４７】
　以上説明したフィードバック方式のノイズ低減装置のノイズ低減動作について、伝達関
数を用いて、図２を参照しながら説明する。
【００４８】
　すなわち、図１に示したブロック図に対応して、各部をその伝達関数を用いて表したブ
ロック図を図２に示す。この図２において、Ａはパワーアンプ１５の伝達関数、Ｄはドラ
イバー１１の伝達関数、Ｍはマイクロホン２１およびマイクアンプ２２の部分に対応する
伝達関数、－βはフィードバックのために設計されたフィルタの伝達関数である。また、
Ｈはドライバー１１からマイクロホン２１までの空間の伝達関数、Ｅは聴取目的の音声信
号Ｓにかけられるイコライザ１３の伝達関数である。上記の各伝達関数は複素表現されて
いるものとする。
【００４９】
　また、図２において、Ｎは外部のノイズ源からヘッドホン筐体２内のマイクロホン２１
位置近辺に侵入してきたノイズであり、Ｐはリスナ１の耳に届く音圧である。なお、外部
ノイズがヘッドホン筐体２内に伝わってくる原因としては、例えばイヤーパッド部の隙間
から音圧として漏れてくる場合や、ヘッドホン筐体２が音圧を受けて振動した結果として
ヘッドホン筐体２内部に音が伝わる場合などが考えられる。
【００５０】
　この図２のように表したとき、図２のブロックは、図３の（式１）で表現することがで
きる。そして、この（式１）において、ノイズＮに着目すると、ノイズＮは、１／（１＋
ＡＤＨＭβ）に減衰していることが分かる。ただし、（式１）の系がノイズ低減対象周波
数帯域にて、ノイズキャンセリング機構として安定して動作するためには、図３の（式２
）が成立している必要がある。
【００５１】
　一般的には、フィードバック方式のノイズ低減システムにおける各伝達関数の積の絶対
値が１以上（１≪｜ＡＤＨＭβ｜）であること、また古典制御理論におけるナイキストＮ
ｙｑｕｉｓｔ）の安定性判別と合わせて、図３の（式２）に関する系の安定性は、以下の
ように解釈できる。
【００５２】
　図２において、ノイズＮに関わるループ部分（マイクロホン２１からドライバー１１ま
でのループ部分）中の１箇所を切断して、伝達関数（－ＡＤＨＭβ）の「オープンループ
」を考える。これは、図４に示すようなボード線図で表現される特性を持つ。
【００５３】
　このオープンループを対象にした場合、ナイキストの安定性判別から、上記（式２）が
成立する条件は、図４において、
　・位相０ｄｅｇ．の点を通過するとき、ゲインは０ｄＢより小さくなくてはならない
　・ゲインが０ｄＢ以上であるとき、位相０ｄｅｇ．の点を含んではいけない
の２つの条件を満たす必要があることを意味している。
【００５４】
　上記２条件を満たさない場合、ループは正帰還がかかり、発振（ハウリング）を起こす
ことになる。図４において、Ｐａ，Ｐｂは位相余裕、Ｇａ，Ｇｂはゲイン余裕を表してお
り、これらの余裕が小さいと、個人差やヘッドホン装着のばらつきにより、発振の危険性
が増すことになる。
【００５５】
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　次に、上記ノイズ低減機能に加え、必要な音をヘッドホンのドライバーから再生する場
合について説明する。
【００５６】
　図２における、聴取対象の音声信号Ｓは、実際には音楽信号以外にも、筐体外部のマイ
クの音（補聴機能として使う）や、通信を介した音声信号（ヘッドセットとして使う）な
ど、本来、ヘッドホンのドライバーで再生すべきものの信号総称である。
【００５７】
　前述した（式１）のうち、信号Ｓに着目すると、図３に示す（式３）のように、イコラ
イザＥを設定すれば、音圧Ｐは、図３の（式４）のように表現される。
【００５８】
　したがって、マイクロホン２１の位置が耳位置に非常に近いとすると、Ｈがドライバー
１１からマイクロホン２１（耳）までの伝達関数、ＡやＤがそれぞれパワーアンプ１５、
ドライバー１１の特性の伝達関数であるので、通常のノイズ低減機能を持たないヘッドホ
ンと同様の特性が得られることがわかる。なお、このとき、イコライザ回路１３の伝達特
性Ｅは、周波数軸でみたオープンループ特性とほぼ同等の特性になっている。
【００５９】
　以上のようにして、図１の構成のヘッドホン装置では、ノイズを低減しながら、聴取対
象の音声信号を、何等支障なく聴取することができる。ただし、この場合に、十分なノイ
ズ低減効果を得るためには、ＤＳＰ２３２で構成されるデジタルフィルタには、外部ノイ
ズ源３からヘッドホン筐体２内に伝達されたノイズの特性に応じたフィルタ係数が設定さ
れる必要がある。
【００６０】
　前述したように、ノイズが発生しているノイズ環境には、種々存在し、そのノイズの周
波数特性や位相特性は、それぞれのノイズ環境に応じたものとなっている。このため、単
一のフィルタ係数では、すべてのノイズ環境において、十分なノイズ低減効果を得ること
ができることは期待できない。
【００６１】
　そこで、この実施形態では、前述したように、メモリ２４に、種々のノイズ環境に応じ
た複数個（複数セット）のフィルタ係数を、予め記憶して用意しておき、その複数個のフ
ィルタ係数から、適切と考えられるものを、選択して読み出し、ＦＢフィルタ回路２３の
ＤＳＰ２３２に構成されているデジタルフィルタに設定するようにする。
【００６２】
　デジタルフィルタに設定するフィルタ係数は、種々様々なノイズ環境のそれぞれにおい
てノイズを収音して、そのノイズを低減（キャンセル）することができる、適切なものを
、予め、算出して、メモリ２４に記憶しておくようにすることが望ましい。例えば、駅の
プラットフォーム、飛行場、地上を走る電車の中、地下鉄の電車の中、町の雑踏、大型店
舗内、など、種々のノイズ環境におけるノイズを、収音して、そのノイズを低減（キャン
セル）することができる、適切なものを、予め、算出して、メモリ２４に記憶しておくよ
うにする。
【００６３】
　そして、この第１の実施形態では、メモリ２４に記憶されている複数個（複数セット）
のフィルタ係数からの、適切なフィルタ係数の選択は、ユーザが手動で行なうようにする
。そのため、ユーザが操作する操作部２６が、メモリコントローラ２５に対して接続され
ている。
【００６４】
　この実施形態では、操作部２６は、フィルタ係数の変更操作手段として例えばノンロッ
ク式のプッシュスイッチを備えており、当該プッシュスイッチをリスナが押下する毎に、
メモリコントローラ２５は、メモリ２４から読み出すフィルタ係数のセットを変更して、
ＦＢフィルタ回路２３に供給するようにする。
【００６５】
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　この場合におけるメモリコントローラ２５におけるメモリ読み出し制御のフローチャー
トを図５に示す。すなわち、メモリコントローラ２５は、操作部２６からの操作信号を監
視して、前記プッシュスイッチが押下されて、フィルタ係数の変更操作指示があったか否
か判別する（ステップＳ１）。
【００６６】
　ステップＳ１で、フィルタ係数の変更操作指示が無いと判別したときには、メモリコン
トローラ２５は、このステップＳ１を繰り返し、フィルタ係数の変更操作指示を待つ。ス
テップＳ１で、フィルタ係数の変更操作指示があったと判別したときには、メモリコント
ローラ２５は、メモリ２４から読み出すフィルタ係数のセットを、それまでとは異なる次
順のフィルタ係数に変更して、ＦＢフィルタ回路２３に供給するようにする（ステップＳ
２）。そして、ステップＳ１に戻る。
【００６７】
　ここで、メモリコントローラ２５では、メモリ２４に記憶されている複数個（複数セッ
ト）のフィルタ係数に、予め読み出し順序を決めておき、フィルタ係数の変更操作指示が
あったと判別したときには、その読み出し順序に従って、複数個のフィルタ係数を順番に
、かつ、サイクリックに読み出し変更するようにする。
【００６８】
　例えば、メモリ２４に、図６に示す「ノイズ減衰カーブ（ノイズ減衰特性）」で表され
るような４種のノイズ低減効果を得ることができるパラメータのセット、つまり、フィル
タ係数のセットが、書き込まれているとする。この図６の例では、ノイズが、低域、中低
域、中域、広帯域のそれぞれに主として分布する場合の４種類のノイズ特性に対して、そ
れぞれの場合におけるノイズを低減するカーブ特性を得るようにするフィルタ係数が、メ
モリ２４に記憶されている場合である。
【００６９】
　この場合に、図６に示すように、ノイズが低域に主として分布する場合をノイズ低減す
る低域重視カーブのノイズ低減特性を得るフィルタ係数を１番目、ノイズが中低域に主と
して分布する場合をノイズ低減する中低域重視カーブのノイズ低減特性を得るフィルタ係
数を２番目、ノイズが中域に主として分布する場合をノイズ低減する中域重視カーブのノ
イズ低減特性を得るフィルタ係数を３番目、ノイズが広帯域に分布する場合をノイズ低減
する広帯域カーブのノイズ低減特性を得るフィルタ係数を４番目、としたとき、プッシュ
スイッチが押下されて、フィルタ係数の変更操作指示がなされる毎に、１番目→２番目→
３番目→４番目→１番目→・・・というように、メモリ２４から読み出すフィルタ係数を
変更するようにする。
【００７０】
　リスナ１は、このように変更することで、ノイズ低減効果を、自分の耳で確認して、十
分なノイズ低減効果が得られたと感じられたフィルタ係数が読み出されている状態となっ
たら、それ以降は、プッシュスイッチの押下をやめるようにする。すると、メモリコント
ローラ２５は、そのときに読み出しているフィルタ係数を、その後も継続して読み出す状
態になり、ユーザが選択したフィルタ係数の読み出し状態に制御されることになる。
【００７１】
　この場合に、ノイズ低減効果を、より確実にリスナが確かめるようにするためには、音
声信号Ｓによる再生音をドライバー１１から放音しない環境において行なう方が良い。そ
のためには、音声信号Ｓを入力しない環境で、リスナが操作部２６を操作して、ノイズ低
減効果を確かめるようにする方法の他、音声信号Ｓを入力して再生中である場合には、操
作部２６のプッシュスイッチを押下してから、ノイズ低減効果を確かめることができる程
度の所定時間は、加算回路１４への音声信号をミューティングするようにする方法が採用
できる。
【００７２】
　なお、上述の図６の例は、前述のように、実際的に各ノイズ環境におけるノイズを測定
して、それに対応するフィルタ係数を設定するのではなく、ノイズが、低域、中低域、中
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域、広帯域の４種類に分布する状態を想定し、それぞれの場合におけるノイズを低減する
カーブ特性を得るように、フィルタ係数を設定して、メモリ２４に記憶した場合に相当し
ている。
【００７３】
　このような簡易的に設定したフィルタ係数であっても、この実施形態のノイズ低減装置
によれば、それぞれのノイズ環境に適したフィルタ係数を選定することができるので、従
来のアナログフィルタ方式のような固定的にフィルタ係数を定める場合に比べて、より有
効なノイズ低減効果が得られる。
【００７４】
　なお、上述の実施形態におけるメモリコントローラ２５は、ＤＳＰ２３２内に構成する
こともできる。
【００７５】
　また、上述の説明では、イコライザ回路１３におけるイコライザ特性に関しては言及し
なかったが、フィードバック方式のノイズ低減装置の場合には、デジタルフィルタのフィ
ルタ係数を変更してノイズ低減カーブを変更したときには、外部入力される聴取対象の音
声信号Ｓは、ノイズ低減効果の周波数カーブに対応した影響を受けるため、デジタルフィ
ルタのフィルタ係数の変更に応じて、イコライザ特性の変更が必要になる。
【００７６】
　そこで、例えばメモリ２４に、デジタルフィルタの複数個のフィルタ係数のそれぞれに
対応させて、イコライザ回路１３のイコライザ特性を変更するためのパラメータを記憶さ
せておき、メモリコントローラ２５が、フィルタ係数の変更に応じたパラメータをイコラ
イザ回路１３に供給するようにして、そのイコライザ特性を変更するようにする。
【００７７】
　なお、イコライザ回路１３をデジタルイコライザ回路の構成としてＤＳＰ２３２内に構
成するようにしてもよい。その場合には、音声信号Ｓをデジタル信号に変換して、ＤＳＰ
２３２内のイコライザ回路に供給するようにする。そして、メモリコントローラ２５は、
メモリ２４から、デジタルフィルタのフィルタ係数の変更に応じたパラメータを読み出し
て、デジタルイコライザ回路に供給するようにして、そのイコライザ特性を変更するよう
にすればよい。
【００７８】
　［第２の実施形態（フィードフォワード方式のノイズ低減装置）］
　図７は、この発明によるノイズ低減装置の実施形態を適用したヘッドホン装置の実施形
態の構成例であって、図１のフィードバック方式に変えて、フィードフォワード方式のし
た場合を示すブロック図である。この図７において、図１における場合と同様の部分につ
いては、同一番号を付してある。
【００７９】
　この第２の実施形態におけるノイズ低減装置部３０は、音響－電気変換手段としてのマ
イクロホン３１、マイクアンプ３２、ノイズ低減用のフィルタ回路３３、メモリ３４、メ
モリコントローラ３５、操作部３６などを備えるノイズ低減装置部３０が設けられる構成
とされている。
【００８０】
　ノイズ低減装置部３０は、前述したフィードバック方式のノイズ低減装置部２０と同様
に、ドライバー１１、マイクロホン３１、また、音声信号入力端１２を構成するヘッドホ
ンプラグと接続ケーブルで接続されている。３０ａ，３０ｂ，３０ｃは、ノイズ低減装置
部３０に対して接続ケーブルが接続される接続端子部である。
【００８１】
　この第２の実施形態では、リスナ１の音楽聴取環境において、ヘッドホン筐体２の外の
ノイズ源３から、ヘッドホン筐体２内のリスナ１の音楽聴取位置に入り込むノイズをフィ
ードフォワード方式で低減して、音楽を良好な環境で聴取することができるようにする。
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【００８２】
　フィードフォワード方式のノイズ低減システムは、基本的には、図７に示すように、ヘ
ッドホン筐体２の外部にマイクロホン３１が設置されており、このマイクロホン３１で、
収音したノイズ３に対して適切なフィルタリング処理をしてノイズ低減音声信号を生成し
、この生成したノイズ低減音声信号を、ヘッドホン筐体２の内部のドライバー１１にて音
響再生し、リスナ１の耳に近いところで、ノイズ（ノイズ３´）をキャンセルするように
する。
【００８３】
　マイクロホン３１で収音されるノイズ３と、ヘッドホン筐体２内のノイズ３´とは、両
者の空間的位置の違い（ヘッドホン筐体２の外と内の違いを含む）に応じた異なる特性と
なる。したがって、フィードフォワード方式では、マイクロホン３１で収音したノイズ源
３からのノイズと、ノイズキャンセルポイントＰｃにおけるノイズ３´との空間伝達関数
の違いを見込んで、ノイズ低減音声信号を生成するようにする。
【００８４】
　この実施形態では、フィードフォワード方式のノイズ低減音声信号生成部として、デジ
タルフィルタ回路３３を用いる。この実施形態では、フィードフォワード方式でノイズ低
減音声信号を生成するので、デジタルフィルタ回路３３は、以下、ＦＦフィルタ回路３３
と称することとする。
【００８５】
　ＦＦフィルタ回路３３は、ＦＢフィルタ回路２３と全く同様に、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）３３２と、その前段に設けられるＡ／Ｄ変換回
路３３１と、その後段に設けられるＤ／Ａ変換回路３３３とで構成される。
【００８６】
　そして、図７に示すように、マイクロホン３１で収音されて得られたアナログ音声信号
は、マイクアンプ３２を通じてＦＦフィルタ回路３３に供給され、Ａ／Ｄ変換回路３３１
によりデジタル音声信号に変換される。そして、そのデジタル音声信号がＤＳＰ３３２に
供給される。
【００８７】
　ＤＳＰ３３２には、フィードフォワード方式のデジタルノイズ低減音声信号を生成する
ためのデジタルフィルタが構成される。このデジタルフィルタは、これに入力されるデジ
タル音声信号から、これに設定されるパラメータとしてのフィルタ係数に応じた特性の前
記デジタルノイズ低減音声信号を生成する。ＤＳＰ３３２のデジタルフィルタに設定され
るフィルタ係数は、この実施形態では、メモリ３４からメモリコントローラ３５を通じて
供給される。
【００８８】
　この実施形態では、メモリ３４には、種々の異なる複数のノイズ環境におけるノイズを
、ＤＳＰ３３２のデジタルフィルタで生成するフィードフォワード方式によるノイズ低減
音声信号により低減することができるようにするために、後述するような複数個（複数セ
ット）のパラメータとしてのフィルタ係数が記憶されている。
【００８９】
　メモリコントローラ３５は、このメモリ３４から、特定の１個（１セット）のフィルタ
係数を読み出して、ＤＳＰ３３２のデジタルフィルタに設定するようにする。
【００９０】
　そして、この実施形態では、メモリコントローラ３５に対しては、操作部３６の操作出
力信号が供給されており、メモリコントローラ３５は、この操作部３６からの操作出力信
号に応じて、メモリ３４から特定の１個（１セット）のフィルタ係数を選択して読み出し
、ＤＳＰ３３２のデジタルフィルタに設定するようにする。
【００９１】
　そして、ＤＳＰ３３２のデジタルフィルタでは、メモリコントローラ３５を介してメモ
リ３４から選択的に読み出されて設定されたフィルタ係数に応じたデジタルノイズ低減音
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声信号を生成する。
【００９２】
　そして、ＤＳＰ３３２で生成されたデジタルノイズ低減音声信号は、Ｄ／Ａ変換回路３
３３においてアナログノイズ低減音声信号に変換される。そして、このアナログノイズ低
減音声信号が、ＦＦフィルタ回路３３の出力信号として加算回路１４に供給される。
【００９３】
　この加算回路１４には、ヘッドホンによりリスナ１が聴取したいとされる入力音声信号
（音楽信号など）Ｓが、音声信号入力端１２を通じ、イコライザ回路１３を通じて供給さ
れる。イコライザ回路１３は、入力音声信号の音特補正を行なう。
【００９４】
　加算回路１４の加算結果の音声信号は、パワーアンプ１５を通じてドライバー１１に供
給されて、音響再生される。この音響再生されてドライバー１１により放音される音声に
は、ＦＦフィルタ３３において生成されたノイズ低減音声信号による音響再生成分が含ま
れる。このドライバー１１で音響再生された放音された音声のうちの、ノイズ低減音声信
号による音響再生成分とノイズ３´とが、音響合成されることにより、ノイズキャンセル
ポイントＰｃでは、ノイズ３´が低減（キャンセル）される。
【００９５】
　この第２の実施形態におけるメモリ３４、メモリコントローラ３５および操作部３６の
部分は、第１の実施形態のメモリ２４、メモリコントローラ２５および操作部２６と全く
同様に構成され、操作部３６のプッシュスイッチを押下する毎に、異なるノイズ環境に対
応したフィルタ係数をメモリ３４から順次に、かつ、サイクリックに変更して、ＦＦフィ
ルタ回路３３に供給するようにする。
【００９６】
　また、ＦＦフィルタ回路３３の構成も、ＦＢフィルタ回路２３と全く同様であるが、第
１の実施形態と第２の実施形態では、ＤＳＰ２３２、ＤＳＰ３３２で構成されるデジタル
フィルタに供給するフィルタ係数が、第１の実施形態では、フィードバック方式のもので
あるのに対して、第２の実施形態では、フィードフォワード方式のものである点が異なっ
ている。
【００９７】
　次に、フィードバック方式のノイズ低減装置のノイズ低減動作について、伝達関数を用
いて、図８を参照しながら説明する。図８は、図７に示したブロック図に対応して、各部
をその伝達関数を用いて表したブロック図である。
【００９８】
　この図８において、Ａはパワーアンプ１５の伝達関数、Ｄはドライバー１１の伝達関数
、Ｍはマイクロホン３１およびマイクアンプ３２の部分に対応する伝達関数、－αはフィ
ードフォワードのために設計されたフィルタの伝達関数である。また、Ｈはドライバー１
１からキャンセルポイントＰｃまでの空間の伝達関数、Ｅは聴取目的の音声信号Ｓにかけ
られるイコライザ１３の伝達関数である。そして、Ｆは、外部のノイズ源３のノイズＮの
位置からリスナの耳のキャンセルポイントＰｃの位置に至るまでの伝達関数である。
【００９９】
　この図８のように表したとき、図８のブロックは、図３の（式５）で表現することがで
きる。なお、Ｆ´は、ノイズ源からマイク位置までの伝達関数を表す。上記の各伝達関数
は複素表現されているものとする。
【０１００】
　ここで、理想的な状態を考えると、伝達関数Ｆが図３の（式６）のように表せるとする
と、図３の（式５）は、図３の（式７）で表すことができ、ノイズはキャンセルされ、音
楽信号（または聴取する目的とする音楽信号等）Ｓだけが残り、通常のヘッドホン動作と
同様の音を聴取することができることが分かる。このときの音圧Ｐは、図３の（式７）の
ように表される。
【０１０１】
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　ただし実際は、図３の（式６）が完全に成立するような伝達関数を持つ完全なフィルタ
の構成は困難である。特に中高域に関して、人により装着や耳形状により個人差が大きい
ことと、ノイズの位置やマイク位置などにより特性が変化する、などの理由のため通常は
中高域に関しては、このアクティブなノイズ低減処理を行わず、ヘッドホン筐体２でパッ
シブな遮音をすることが多い。
【０１０２】
　なお、図３の（式６）は、数式を見れば自明であるが、ノイズ源から耳位置までの伝達
関数を、デジタルフィルタの伝達関数αを含めた電気回路にて模倣することを意味してい
る。
【０１０３】
　なお、この第２の実施形態のフィードフォワード型でのキャンセルポイントは、図７に
示した通り、図１に示した第１の実施形態のフィードバック型と異なり、聴取者の任意の
耳位置において設定することができる。
【０１０４】
　しかしながら、通常の場合、αは固定的であり、設計段階においては、なんらかのター
ゲット特性を対象として決定するようにすることになり、人によっては、耳の形状が違う
ため、十分なノイズキャンセル効果が得られないことや、ノイズ成分を非逆相で加算して
しまうことにより、異音がするなどの現象が起こりえる。
【０１０５】
　一般的に、図９に示すように、第２の実施形態のフィードフォワード方式は、発振する
可能性が低く安定度が高いが、十分な減衰量を得るのは困難であり、一方、第１の実施形
態のフィードバック方式は、大きな減衰量が期待できる代わりに、系の安定性に注意が必
要となる。
【０１０６】
　なお、上述の実施形態におけるメモリコントローラ３５は、ＤＳＰ３３２内に構成する
こともできる。また、イコライザ回路１３も、ＤＳＰ３３２内に構成し、音声信号Ｓをデ
ジタル信号に変換して、ＤＳＰ３３２内のイコライザ回路に供給するようにすることもで
きる。
【０１０７】
　［第３の実施形態および第４の実施形態］
　ところで、上述した第１および第２の実施形態では、フィルタ回路をデジタル化すると
共に、そのフィルタ係数を複数種、メモリに用意しておき、適宜、その複数種のフィルタ
係数の中から適切なフィルタ係数を選択してデジタルフィルタに設定することができるよ
うに構成した。
【０１０８】
　しかし、デジタル化したＦＢフィルタ回路２３およびＦＦフィルタ回路３３では、Ａ／
Ｄ変換回路２３１および３３１やＤ／Ａ変換回路２３３および３３３における遅延の問題
がある。この遅延の問題について、フィードバック方式のノイズ低減システムに関し、以
下に説明する。
【０１０９】
　例えば、一般的な例として、サンプリング周波数Ｆｓが４８ｋＨｚのＡ／Ｄ変換回路お
よびＤ／Ａ変換回路を用いる場合において、これらＡ／Ｄ変換回路およびＤ／Ａ変換回路
内部でかかる遅延量が、Ａ／Ｄ変換回路およびＤ／Ａ変換回路で各２０サンプルとすると
、合計４０サンプルの遅延が、ＤＳＰでの演算遅延に加えて、ＦＢフィルタ回路２３のブ
ロックに内包され、その結果、その遅延がオープンループの遅延として系全体に掛かるこ
とになる。
【０１１０】
　具体的に、サンプリング周波数４８ｋＨｚで４０サンプルの遅延分に相当するゲイン・
位相を、図１０（Ａ）に示すが、数１０Ｈｚから位相回転が始まり、Ｆｓ／２の周波数(
２４ｋＨｚ)に到るまで大きく回転している。これは、図１１に示したように、サンプリ
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ング周波数４８ｋＨｚにて１サンプルの遅れは、Ｆｓ／２の周波数で１８０ｄｅｇ．（π
）分の遅れに相当し、同じく、２サンプル、３サンプルの遅れは、２π、３π分の遅れに
相当することがわかれば容易に理解できる。
【０１１１】
　一方、フィードバック構成を前提とした実際のノイズ低減システムを持つヘッドホン構
成において、ドライバー１１の位置からマイクロホン２１までの伝達関数を測定したのが
、図１２である。この場合、マイクロホン２１の配置位置は、ドライバー１１の振動板前
面近傍に設置されており、両者の距離が近いために位相回転が比較的少ないことがわかる
。
【０１１２】
　図１２に示す伝達関数は、（式１）、（式２）におけるＡＤＨＭに相当しており、これ
と、伝達関数－βの特性を持つフィルタを周波数軸上で掛け合わせたものが、そのままオ
ープンループとなる。このオープンループの形状が、（式２）および図４を用いて示した
前述の条件を満たす必要がある。
【０１１３】
　ここで、もう一度、図１０（Ｂ）の位相特性を見ると、０ｄｅｇ.から始まって１ｋＨ
ｚ付近で１周（２π）回転していることがわかる。これに加え、図１２のＡＤＨＭ特性に
おいても、ドライバー１１からマイクロホン２１までの距離により位相遅れは存在してい
る。
【０１１４】
　ＦＢフィルタ回路２３では、Ａ／Ｄ変換回路２３１およびＤ／Ａ変換回路２３３におけ
る遅延成分と直列に、自由設計できるＤＳＰ２３２に構成されるデジタルフィルタ部が接
続されている。しかし、このデジタルフィルタ部においては、基本的に位相進みのフィル
タは、因果律から見て設計することは困難である。ただし、フィルタ形状の構成によって
は、特定帯域だけの「部分的な」位相進みはありえるが、この遅延による位相回転を補償
するような広い帯域の位相進み回路を作るのは不可能である。
【０１１５】
　このことを考えると、ＤＳＰ２３２により、伝達関数－βの好適なデジタルフィルタを
設計しても、この場合、フィードバック構成にてノイズ低減効果を得ることができる帯域
は、位相が１周回転する１ｋＨｚ近辺以下に限られ、ＡＤＨＭ特性をも組み込んだオープ
ンループを想定し、位相余裕・ゲイン余裕を見込むと、その減衰量や減衰帯域は、さらに
狭められてしまうことがわかる。
【０１１６】
　その意味で、図１２に示すような特性に対して望ましいβ特性（伝達関数－βのブロッ
ク内の位相反転系）というのは、図１３に示すように、ゲイン形状がノイズ低減効果を狙
う帯域においてほぼ山型の形状を持ちながら、位相回転はあまり起こらない（図１３では
低域から高域まで位相特性は１回転していない）形状であることがわかる。そこで、系全
体として、位相が一回転しないように設計することが、当面の目標となる。
【０１１７】
　なお、本質的には、ノイズ低減の対象帯域（主として低域）において位相回転が小さけ
れば、帯域外についての位相変化は、ゲインさえ落ちていれば関係ない。しかし、一般に
、高域での位相回転が多いと、これは低域にも少なからず影響があるため、広い帯域を対
象として位相回転を少なく設計するのが、この実施形態の目的である。
【０１１８】
　また、アナログ回路においては、図１３のような特性は設計可能であり、その意味にお
いて、前述したデジタルフィルタで構成するメリットと引き換えに、アナログ回路でシス
テム設計した場合に比べてノイズ低減効果を大きく損なうことは好ましくない。
【０１１９】
　ところで、サンプリング周波数を高くすれば、Ａ／Ｄ変換回路およびＤ／Ａ変換回路で
の遅延を小さくすることできる。しかし、サンプリング周波数を高くしたものは、製品と
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して非常に高価になり、軍事用や産業用としては実現可能である。しかし、音楽聴取用の
ヘッドホン装置など、一般消費者向けの製品としては、価格が高価になりすぎて、実用度
が低い。
【０１２０】
　そこで、この第３の実施形態および第４の実施形態では、第１の実施形態および第２の
実施形態におけるデジタル化のメリットを活かしながら、ノイズ低減効果を、より大きく
することができる手法を提供する。
【０１２１】
　図１４は、第３の実施形態のヘッドホン装置の構成を示すブロック図である。この第３
の実施形態は、第１の実施形態のフィードバック方式を用いたノイズ低減装置部２０の構
成を改善したものである。
【０１２２】
　この第３の実施形態では、図１４に示すように、ＦＢフィルタ回路２３の構成を、Ａ／
Ｄ変換回路２３１、ＤＳＰ２３２、Ｄ／Ａ変換回路２３３からなるデジタル処理系に、ア
ナログフィルタ回路２３４からなるアナログ処理系を並列に設けたものとする。
【０１２３】
　そして、アナログフィルタ回路２３４で生成されたアナログノイズ低減音声信号を、加
算回路１４に加えるようにする。その他は、図１に示した構成と全く同一とする。
【０１２４】
　なお、図１４におけるアナログフィルタ回路２３４は、実際には、入力音声信号に対し
て、フィルタ処理を行なわずに、入力音声信号をそのままスルーさせて、加算回路１４に
供給するようにする場合を含む。その場合には、アナログ素子がアナログ処理系に存在し
ないので、ばらつきや安定性の面で信頼性の高いシステムとなる。
【０１２５】
　この第３の実施形態のＦＢフィルタ回路２３では、デジタル処理系とアナログ処理系と
で、並列に処理した後に両者を加算した結果が、伝達関数βの特性として、図１３に示し
たようなゲイン特性および位相特性を有するように、前述したメモリ２４に記憶されるフ
ィルタ係数が設計される。
【０１２６】
　この第３の実施形態によれば、デジタル処理系のパスに並列にアナログ処理系のパスを
加えることにより、上述した問題を軽減して、種々のノイズ環境に応じた良好なノイズ低
減を行なうことができる。
【０１２７】
　デジタル処理系のパスに並列にアナログ処理系のパス（スルーとした場合）を加えたと
きの特性を、図１５に示す。図１５（Ａ）は、この例の場合における伝達関数のインパル
ス応答の先頭部（１２８サンプルまで）を示し、また、図１５（Ｂ）は位相特性、図１５
（Ｃ）はゲイン特性をそれぞれ示している。
【０１２８】
　図１５（Ｂ）から、この第３の実施形態によれば、アナログパスを加えることで、位相
回転が抑えられており、低域から高域に至るまで１回転も位相が回っていないことが分か
る。
【０１２９】
　各特性を別の面から見れば、ノイズ低減の中心となる低域特性は、デジタルフィルタに
よる処理系の影響が大きくなり、一方、Ａ／Ｄ変換回路、Ｄ／Ａ変換回路での遅延により
、位相回転が大きくなりがちな中高域に関しては、応答の速いアナログパスの特性が効果
的に使用されていることになる。
【０１３０】
　こうして、この第３の実施形態によれば、構成規模を大きくすること無く、種々のノイ
ズ環境に適合させたノイズ低減が可能なノイズ低減装置およびヘッドホン装置を提供する
ことができる。
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【０１３１】
　第３の実施形態は、フィードバック方式のノイズ低減を行なう場合であるが、第２の実
施形態のフィードフォワード方式のノイズ低減を行なう場合にも同様に適用することがで
きる。
【０１３２】
　第４の実施形態は、このフィードフォワード方式のノイズ低減を行なう第２の実施形態
において、上述したデジタルフィルタのみを用いる場合の問題点を改善したもので、その
構成例を図１６に示す。
【０１３３】
　すなわち、この第４の実施形態では、ＦＦフィルタ回路３３の構成を、Ａ／Ｄ変換回路
３３１、ＤＳＰ３３２、Ｄ／Ａ変換回路３３３からなるデジタル処理系に、アナログフィ
ルタ回路３３４からなるアナログ処理系を並列に設けたものとする。
【０１３４】
　そして、アナログフィルタ回路３３４で生成されたアナログノイズ低減音声信号を、加
算回路１４に加えるようにする。その他は、図７に示した構成と全く同一とする。
【０１３５】
　なお、図１６におけるアナログフィルタ回路３３４は、入力音声信号に対して、フィル
タ処理を行なわずに、入力音声信号をそのままスルーさせて、加算回路１４に供給するよ
うにする場合を含む。その場合には、アナログ素子がアナログ処理系に存在しないので、
ばらつきや安定性の面で信頼性の高いシステムとなる。
【０１３６】
　この第４の実施形態のＦＦフィルタ回路３３では、デジタル処理系とアナログ処理系と
で、並列に処理した後に両者を加算した結果が、伝達関数αの特性として、図１３に示し
たようなゲイン特性および位相特性を有するように、前述したメモリ３４に記憶されるフ
ィルタ係数が設計される。
【０１３７】
　なお、上述の実施形態におけるメモリコントローラ２５、３５は、ＤＳＰ２３２、３３
２内に構成することもできる。また、イコライザ回路１３も、ＤＳＰ２３２、３３２内に
構成し、音声信号Ｓをデジタル信号に変換して、ＤＳＰ２３２、３３２内のイコライザ回
路に供給するようにすることもできる。
【０１３８】
　［第５の実施形態］
　前述したように、第２の実施形態のフィードフォワード方式は、発振する可能性が低く
安定度が高いが、十分な減衰量を得るのは困難であり、一方、第１の実施形態のフィード
バック方式は、大きな減衰量が期待できる代わりに、系の安定性に注意が必要となる。
【０１３９】
　そこで、この第５の実施形態では、両方式の利点を持つノイズ低減方式を提供する。す
なわち、この第５の実施形態では、図１７に示すように、フィードバック方式のノイズ低
減装置部２０と、フィードフォワード方式のノイズ低減装置部３０との両方を備える構成
とする。
【０１４０】
　なお、図１７では、伝達関数を用いてブロック構成を示しており、フィードバック方式
のノイズ低減装置部２０では、マイクロホン２１およびマイクアンプ２２の部分に対応す
る伝達関数をＭ１、ＦＢフィルタ回路２３で生成されたノイズ低減音声信号を出力増幅す
るパワーアンプの伝達関数をＡ１、そのノイズ低減音声信号を音響再生するドライバーの
伝達関数をＤ１とする。そして、そのドライバーからキャンセルポイントＰｃまでの空間
伝達関数をＨ１としている。
【０１４１】
　また、フィードフォワード方式のノイズ低減装置部３０では、マイクロホン３１および
マイクアンプ３２の部分に対応する伝達関数をＭ２、ＦＢフィルタ回路３３で生成された
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ノイズ低減音声信号を出力増幅するパワーアンプの伝達関数をＡ２、そのノイズ低減音声
信号を音響再生するドライバーの伝達関数をＤ２とする。そして、そのドライバーからキ
ャンセルポイントＰｃまでの空間伝達関数をＨ２としている。
【０１４２】
　そして、この図１７の実施形態では、メモリ３４には、ＦＢフィルタ回路２３およびＦ
Ｆフィルタ回路３３のそれぞれに供給すべき、それぞれ複数セットのフィルタ係数を記憶
しており、メモリコントローラ２５および３５が、それぞれ用の複数セットのフィルタ係
数の中から、前述したような操作部３６を通じたユーザのボタン操作に応じて、適切なフ
ィルタ係数をそれぞれ選択して、それぞれのフィルタ回路２３,３３に設定するように構
成されている。
【０１４３】
　そして、図１７の例では、フィードバック方式のノイズ低減装置部で生成したノイズ低
減音声信号を音響再生する系と、フィードフォワード方式のノイズ低減装置部で生成した
ノイズ低減音声信号を音響再生する系とは、それぞれ別々に設けられる。そして、図１７
の例では、フィードバック方式のノイズ低減装置部で生成したノイズ低減音声信号を音響
再生する系のパワーアンプおよびドライバーは、ノイズ低減用としてのみ用いられ、フィ
ードフォワード方式のノイズ低減装置部で生成したノイズ低減音声信号を音響再生する系
のパワーアンプおよびドライバーは、ノイズ低減用のみならず、聴取対象の音声信号Ｓの
音響再生用としても用いられる。
【０１４４】
　さらに、この図１７の例では、聴取対象の音声信号Ｓは、Ａ／Ｄ変換回路３７でデジタ
ル音声信号に変換された後、ＦＦフィルタ回路３３のＤＳＰ３３２に供給される。図示は
省略したが、この例のＤＳＰ３３２には、フィードフォワード方式のノイズ低減音声信号
を生成するためのデジタルフィルタだけでなく、聴取対象の音声信号Ｓの音声特性を調整
するためのイコライザ回路と、加算回路とが構成されており、イコライザ回路の出力音声
信号と、デジタルフィルタで生成されたノイズ低減音声信号とが加算回路で加算されて、
ＤＳＰ３３２から出力されるように構成されている。
【０１４５】
　この第５の実施形態においては、フィードバック方式のノイズ低減装置部２０と、フィ
ードフォワード方式のノイズ低減装置部３０とが、それぞれ独立して上述したノイズ低減
処理動作を行なう。ただし、ノイズキャンセルポイントＰｃは、両方式において同一位置
となるようにされている。
【０１４６】
　したがって、この第５の実施形態によれば、フィードバック方式とフィードフォワード
方式のノイズ低減処理が相補的に動作して、両方式の利点が得ることができるノイズ低減
システムを実現することができる。
【０１４７】
　なお、図１７では、フィードバック方式とフィードフォワード方式の両方で、デジタル
フィルタのフィルタ係数の変更を行なうようにしたが、一方の方式のデジタルフィルタの
み、例えばフィードフォワード方式のデジタルフィルタのみについてフィルタ係数を選択
変更することができるように構成しても良い。
【０１４８】
　また、図１７の例では、ＦＢフィルタ回路２３と、ＦＦフィルタ回路３３とは、それぞ
れ別々のＤＳＰに構成するようにしたが、一つのＤＳＰに構成することで、全体の回路構
成を簡略化することができる。また、図１７の例では、パワーアンプおよびドライバーも
、フィードバック方式のノイズ低減装置部２０と、フィードフォワード方式のノイズ低減
装置部３０とで、別々に設けるようにしたが、前述の実施形態と同様に、一つのパワーア
ンプ１５と、ドライバー１１で構成することもできる。そのようにした構成した場合の例
を、図１８に示す。
【０１４９】
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　すなわち、この図１８の例においては、Ａ／Ｄ変換回路４１と、ＤＳＰ４２と、Ａ／Ｄ
変換回路４３とからなるフィルタ回路４０を設ける。また、マイクアンプ２１からのアナ
ログ音声信号は、Ａ／Ｄ変換回路４４によりデジタル音声信号に変換されて、ＤＳＰ４２
に供給される。さらに、入力端１２を通じて入力された聴取対象の音声信号Ｓは、Ａ／Ｄ
変換回路３７によりデジタル音声信号に変換されて、ＤＳＰ４２に供給される。
【０１５０】
　この例においては、ＤＳＰ４２には、図１９に示すように、フィードバック方式のノイ
ズ低減音声信号を得るためのデジタルフィルタ回路４２１と、フィードフォワード方式の
ノイズ低減音声信号を得るためのデジタルフィルタ回路４２２と、デジタルイコライザ回
路４２３と、加算回路４２４とが構成される。
【０１５１】
　そして、Ａ／Ｄ変換回路４４からのデジタル音声信号（マイクロホン２１で収音された
音声のデジタル信号）がデジタルフィルタ回路４２１に供給され、Ａ／Ｄ変換回路４１か
らのデジタル音声信号（マイクロホン３１で収音された音声のデジタル信号）がデジタル
フィルタ回路４２２に供給され、Ａ／Ｄ変換回路３７からのデジタル音声信号（聴取対象
音声のデジタル信号）がイコライザ回路４２３に供給される。
【０１５２】
　また、前述したように、この例においては、メモリ３４には、デジタルフィルタ回路４
２１用の複数個（複数セット）のフィルタ係数と、デジタルフィルタ回路４２２用の複数
個（複数セット）のフィルタ係数とが記憶されており、メモリコントローラ３５は、操作
部３６を通じたユーザ操作に応じて、メモリ３４から、デジタルフィルタ回路４２１用お
よびデジタルフィルタ４２２用のフィルタ係数を選択して、これらデジタルフィルタ回路
４２１およびデジタルフィルタ回路４２２に供給するようにする。
【０１５３】
　また、メモリ３４には、デジタルイコライザ回路４２３のイコライザ特性を、デジタル
フィルタ４２２用の複数個（複数セット）のフィルタ係数に応じたものとするパラメータ
も記憶されており、メモリコントローラ３５は、操作部３６を通じたユーザ操作に応じて
、メモリ３４から、デジタルフィルタ回路４２２用のフィルタ係数の選択に応じて、イコ
ライザ特性用のパラメータを選択的に読み出して、デジタルイコライザ回路４２３に供給
するようにする。
【０１５４】
　そして、デジタルフィルタ回路４２１およびデジタルフィルタ回路４２２で生成された
ノイズ低減音声信号と、イコライザ回路４２３からのデジタル音声信号とが加算回路４２
４に供給されて加算され、その加算結果がＤ／Ａ変換回路４３に供給されてアナログ音声
信号に変換される。このＤ／Ａ変換回路４３からのアナログ音声信号がパワーアンプ１５
を通じてドライバー１１に供給される。これにより、ノイズキャンセルポイントＰｃで、
ノイズ３´が低減（キャンセル）されるようにされる。
【０１５５】
　なお、図１８において、４０ａ，４０ｂ，４０ｃ，４０ｄは、ノイズ低減装置部と、ド
ライバー１１、マイクロホン２１、マイクロホン３１、入力端１２（ヘッドホンプラグ）
などとの間で、接続ケーブルが接続される接続端子部である。
【０１５６】
　［第６の実施形態］
　この第６の実施形態は、前述した第３および第４の実施形態と同様に、第５の実施形態
がデジタル処理のみであって、Ａ／Ｄ変換回路およびＤ／Ａ変換回路での遅延の問題があ
ることにかんがみ、当該問題を改善した場合の実施形態である。
【０１５７】
　すなわち、この第６の実施形態においては、図１４および図１６に示した第３の実施形
態および第４の実施形態と同様に、デジタルフィルタの系と並列にアナログフィルタの系
を設ける。図２０に、この第６の実施形態の場合のノイズ低減装置部５０の例のブロック
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図を示す。
【０１５８】
　この第６の実施形態のノイズ低減装置部５０においては、図２０に示すように、フィー
ドバック方式のアナログノイズ低減音声信号を生成するためのアナログフィルタ回路５１
と、フィードフォワード方式のアナログノイズ低減音声信号を生成するためのアナログフ
ィルタ回路５２と、加算回路５３とを、図１９の構成に追加する。
【０１５９】
　そして、マイクアンプ２２からのアナログ音声信号は、Ａ／Ｄ変換回路４４に供給され
ると共に、フィードバック方式のアナログノイズ低減音声信号を生成するためのアナログ
フィルタ回路５１に供給される。そして、このアナログフィルタ回路５１からのアナログ
ノイズ低減音声信号が加算回路５３に供給される。
【０１６０】
　また、マイクアンプ３２からのアナログ音声信号は、Ａ／Ｄ変換回路４１に供給される
と共に、フィードフォワード方式のアナログノイズ低減音声信号を生成するためのアナロ
グフィルタ回路５２に供給される。そして、このアナログフィルタ回路５２からのアナロ
グノイズ低減音声信号が加算回路５３に供給される。
【０１６１】
　そして、加算回路５３においては、さらに、フィルタ回路４０からのノイズ低減音声信
号と聴取対象音声信号との加算信号が供給される。そして、加算回路５３からの音声信号
がパワーアンプ１５を通じてドライバー１１に供給される。これにより、この実施形態に
おいては、フィードバック方式のノイズ低減処理と、フィードフォワード方式のノイズ低
減処理とを併用すると共に、デジタルフィルタのみでノイズ低減音声信号を生成する場合
の問題を解決して、一般消費者用として実現可能なノイズ低減装置およびヘッドホン装置
を提供することができる。
【０１６２】
　［手動選択方式（第１～第６の実施形態）の変形例］
　以上の第１～第６の実施形態では、操作部２６のプッシュスイッチを押下する毎に、異
なるノイズ環境に対応したフィルタ係数をメモリ２４から順次に、かつ、サイクリックに
変更して、ＦＢフィルタ回路２３に供給するようにしたが、リスナが、プッシュスイッチ
を押す毎に、各ノイズ環境の名称（「駅のプラットフォーム」、「飛行場」、「電車の中
」など）を表示部に表示したり、加算部１４において、ドライバー１１で音響再生する音
声信号に、各ノイズ環境の名称の音声信号を加算したりして、どのノイズ環境用のフィル
タ係数に変更されるかをユーザに知らせるようにしても良い。
【０１６３】
　また、ノイズ低減装置部が表示画面を備える場合には、選択可能な複数種のフィルタ係
数のそれぞれに対応するノイズ環境の名称の一覧を表示画面に表示して、ユーザがその一
覧画面から、適切と考えるノイズ環境のフィルタ係数を選択指定するようにすることもで
きる。
【０１６４】
　また、操作部２６，３６は、プッシュスイッチに限られるものではなく、種々の構成の
操作手段を用いることができる。例えば、ヘッドホン筐体２をリスナ１が軽くたたいたと
き（タップしたとき）を、振動センサなどを用いて検出し、その検出出力を、プッシュス
イッチを押下したときと同様に、次のフィルタ係数の変更タイミングとするようにしても
よい。
【０１６５】
　また、上述の実施形態では、ユーザ操作がある毎に、フィルタ係数を変更するようにし
たが、ユーザ操作があったら、メモリコントローラ２５または３５は、メモリ２４または
３５から、複数個のフィルタ係数の一つずつを、順次に予め定めた一定期間ずつ、デジタ
ルフィルタに設定し、リスナに前記一定時間ずつ聴取させるようにしても良い。
【０１６６】
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　その場合には、すべてのフィルタ係数についての聴取を終了した後、リスナからの何番
目のフィルタ係数が最適化の入力を受けるようにするか、あるいは、最適なフィルタ係数
であるとユーザが判断したフィルタ係数の選択中時点に、ユーザが所定のユーザ操作をす
るようにして、最適フィルタ係数をユーザが決定するようにする。後者の場合には、複数
個のフィルタ係数を順次に選択してリスナに一定時間ずつ聴取させる動作を、前記複数個
のフィルタ係数について何回か繰り返すようにすると良い。
【０１６７】
　なお、ユーザが、最適なフィルタ係数の状態であるかを判断する際に、聴取対象の音声
信号Ｓが再生されていて、前記判断が困難であるときには、フィルタ係数変更のユーザ操
作があったとき、音声信号Ｓを、ユーザがノイズ低減効果を判断できるような所定時間の
間、強制的にミューティングするようにすると良い。
【０１６８】
　［自動変更方式］
　以上の第１～第６の実施形態は、すべて、デジタルフィルタに設定するフィルタ係数を
、ユーザの操作に応じて選択設定するようにした場合であるが、以下に説明する実施形態
は、自動的に、ヘッドホン装置が使用されている場所のノイズ環境に応じたフィルタ係数
の設定がなされるようにする場合である。
【０１６９】
　このように、自動的にヘッドホン装置が使用されている場所のノイズ環境に応じたフィ
ルタ係数の設定をする構成は、以下に説明するように、幾つかの例があるが、それらの例
は、それぞれ、前述した第１～第６の実施形態における操作部２６，３６の操作に基づく
手動選択の代わりに、それぞれの例を適用することで、それぞれ第１～第６の実施形態の
構成のノイズ低減装置に適用可能となる。以下に、そのうちの幾つかの実施形態について
説明する。
【０１７０】
　［第７の実施形態］
　第７の実施形態は、上述したフィードバック方式であってアナログフィルタの系を並列
に有する第３の実施形態の構成において、操作部２６の代わりに、以下に説明するような
自動選択手法を採用した場合の実施形態である。図２１に、この第７の実施形態における
ヘッドホン装置の構成例のブロック図を示す。
【０１７１】
　この第７の実施形態においては、ＦＢフィルタ回路２３のＤＳＰ２３２には、フィード
バック方式対応のデジタルフィルタ回路２３２１だけでなく、ノイズ分析部２３２２およ
び最適フィルタ係数評価部２３２３が構成される。
【０１７２】
　ノイズ分析部２３２２は、マイクロホン２１で収音したノイズの特性を分析し、その分
析結果を最適フィルタ係数評価部２３２３に供給する。最適フィルタ係数評価部２３２３
では、この実施形態では、ノイズ分析部２３２２からの分析結果に基づくノイズ波形カー
ブと逆特性のカーブに最も近いノイズ低減カーブ特性となるフィルタ係数を、メモリ２４
に記憶されている複数個のフィルタ係数のうちから選定して、最適な１個（１セット）の
フィルタ係数を決定し、その決定結果をメモリコントローラ２５に供給する。
【０１７３】
　メモリコントローラ２５は、最適フィルタ係数評価部２３２３からの最適フィルタ係数
の決定結果を受けて、当該最適フィルタ係数の決定結果に対応するフィルタ係数を、メモ
リ２４から読み出して、デジタルフィルタ回路２３２１に供給して設定するようにする。
【０１７４】
　この第７の実施形態においては、上述の最適フィルタ係数の自動選択処理動作は、起動
制御部６１からの起動制御信号により起動制御されるように構成されている。すなわち、
起動制御部６１からの起動制御信号は、メモリコントローラ２５に供給されると共に、ノ
イズ分析部２３２２および最適フィルタ係数評価部２３２３に供給される。
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【０１７５】
　また、ノイズ分析は聴取対象の音声信号Ｓによる音響再生音が存在しない環境において
行なう方が良いので、この第７の実施形態においては、入力端１２を通じて入力される音
声信号Ｓは、イコライザ回路１３に供給されると共に、起動制御部６１にも供給される。
そして、イコライザ回路１３と加算回路１４との間に、音声信号Ｓをミューティングする
ミューティング回路１６が設けられる。
【０１７６】
　起動制御部６１は、最適フィルタ係数の自動選択処理動作を起動しようとするときには
、音声信号Ｓの有無を判別し、音声信号Ｓが存在していると判別したときには、ミューテ
ィング制御信号によりミューティング回路１６において、イコライザ回路１３からの音声
信号Ｓを、所定時間だけミューティングして、マイクロホン２１での収音位置では、音声
信号Ｓによる再生音無しの状態に制御する。この場合の所定時間は、ノイズ分析して、最
適フィルタ係数を選定することができるようにするために必要な時間とされる。
【０１７７】
　起動制御部６１では、この実施形態では、次のようなタイミングで、最適フィルタ係数
の自動選択処理動作の起動をかけるようにする。すなわち、起動タイミングは、
（１）電源投入時
（２）リスナが、自動選択処理起動スイッチ操作をしたとき
（３）一定の時間毎
（４）ノイズに大きな変化が生じたとき
（５）所定レベル以上のノイズを検出したとき
などである。
【０１７８】
　上記（１）の電源投入時かどうかは、ヘッドホン装置が音声信号Ｓの再生装置から電源
電圧の供給を受ける場合には、入力端１２を構成するヘッドホンプラグが、再生装置のヘ
ッドホンジャックに差し込まれて、電源電圧の供給を受けたかどうかを起動制御部６１で
検出することで判別することができる。
【０１７９】
　上記（２）の場合には、起動制御部６１は、図示を省略する自動選択処理起動スイッチ
を備え、当該自動選択処理起動スイッチが操作されたか否かにより、起動タイミングであ
るかどうかを判断するようにする。
【０１８０】
　また、自動選択処理起動スイッチを設けずに、例えば、ヘッドホン筐体２をリスナ１が
軽くたたいたとき（タップしたとき）を、マイクロホン２１または３１の収音音声信号か
ら検出し、その検出出力を、最適フィルタ係数の自動選択処理動作の起動タイミングとす
るようにしてもよい。
【０１８１】
　上記（３）の場合には、起動制御部６１は、図示を省略するインターバルタイマーを備
え、このインターバルタイマーで、予め定められた所定時間を計測する毎に、最適フィル
タ係数の自動選択処理動作の起動をかけるようにする。この場合、インターバルタイマー
で計測する所定時間は、リスナが設定することができるようにする。リスナは、例えばヘ
ッドホン装置で再生装置からの音声信号Ｓを聴取しながら、移動しているときには、イン
ターバルタイマーで計測する所定時間を短時間に設定し、移動しないときには、インター
バルタイマーで計測する所定時間を長時間に設定するようにすることできる。
【０１８２】
　上記（４）の場合には、この実施形態では、起動制御部６１では、音声信号Ｓを再生し
ていないときには、所定周期の割り込みタイミングで、ノイズを収音する。また、音声信
号Ｓを再生しているときには、当該音声信号Ｓの無音区間でノイズを収音する。そして、
収音したノイズと、その前のタイミングで収音したノイズとの差が、予め定めた所定の閾
値よりも大きいと判別したときに、最適フィルタ係数の自動選択処理動作の起動をかける
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ようにする。ノイズが大きく変化したときには、ノイズ環境が変わったと判断できるから
である。
【０１８３】
　上記（５）の場合には、上記（４）の場合と同様に、起動制御部６１では、音声信号Ｓ
を再生していないときには、所定周期の割り込みタイミングで、ノイズを収音し、また、
音声信号Ｓを再生しているときには、当該音声信号Ｓの無音区間でノイズを収音する。そ
して、収音したノイズが、予め定めた所定の閾値よりも大きいと判別したときに、最適フ
ィルタ係数の自動選択処理動作の起動をかけるようにする。低騒音の状態から、大きな騒
音となったときには、ノイズ低減した方が良いと考えられるからである。
【０１８４】
　以上のような（１）～（５）は、最適フィルタ係数の自動選択処理動作の起動タイミン
グの一例であって、他のタイミングでも良いことは言うまでもない。また、上記の（１）
～（５）のすべての起動タイミングを用いる必要は無く、そのうちの一つ以上の起動タイ
ミングを用いるようにすれば良い。
【０１８５】
　図２２に、起動制御部６１における処理動作の流れの例を示すフローチャートを示す。
すなわち、起動制御部６１は、最適フィルタ係数の自動選択処理動作の起動タイミングに
なったか否かを監視する（ステップＳ１１）。
【０１８６】
　そして、ステップＳ１１で、前記起動タイミングになったと判別したときには、起動制
御部６１は、聴取対象の音声信号Ｓの再生中であるかを、音声信号Ｓの有無により判別す
る（ステップＳ１２）。
【０１８７】
　ステップＳ１２で、音声信号Ｓの再生中でないと判別したときには、起動制御部６１は
、ノイズ分析部２３２２、最適フィルタ係数評価部２３２３およびメモリコントローラ２
５に起動制御信号を送って、最適フィルタ係数の自動選択処理動作の起動をかけるように
する（ステップＳ１４）。
【０１８８】
　また、ステップＳ１２で、音声信号Ｓの再生中であると判別したときには、起動制御部
６１は、ミューティング制御信号をミューティング回路１６に供給して、再生中の音声信
号Ｓを強制的に、所定時間だけ、ミューティング制御するようにする（ステップＳ１３）
。
【０１８９】
　そして、ステップＳ１３の次にステップＳ１４に進み、起動制御部６１は、ノイズ分析
部２３２２、最適フィルタ係数評価部２３２３およびメモリコントローラ２５に起動制御
信号を送って、最適フィルタ係数の自動選択処理動作の起動をかけるようにする。
【０１９０】
　次に、ノイズ分析部２３２２および最適フィルタ係数評価部２３２３の具体例について
説明する。図２３は、ノイズ分析部２３２２および最適フィルタ係数評価部２３２３の具
体例の構成の第１の例である。この例は、ノイズ波形を、ＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉ
ｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）処理を用いてノイズ分析して、検出する方法である。
【０１９１】
　図２３に示すように、Ａ／Ｄ変換回路２３１からの信号（前述したように起動がかかっ
ているときには音声信号Ｓが存在しないので、ノイズからなる）は、ノイズ分析部２３２
２のローパスフィルタ７１に供給されて、高域成分が除去された後、データ間引き処理部
７２に供給されて、適当にデータ間引きされる。そして、データ間引き処理部７２からの
データであって、所定期間分のデータがＦＦＴ処理部７３に供給されて、ＦＦＴ演算され
、そのＦＦＴ演算結果が最適フィルタ係数評価部２３２３に供給される。
【０１９２】
　最適フィルタ係数評価部２３２３は、このＦＦＴ演算結果から、ノイズ波形カーブを認
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識する。そして、当該ノイズ波形カーブと逆カーブ特性に近い減衰カーブ特性となるフィ
ルタ係数を、メモリ２４の複数個の中から選択する。
【０１９３】
　例えば、メモリ２４に記憶されている複数個のフィルタ係数によるノイズ低減特性が、
前述した図６に示すようなものであった場合において、ＦＦＴ演算結果のノイズ波形カー
ブが低域に主としてエネルギーを有するようなものである場合には、（１）低域重視カー
ブのノイズ低減特性を得るフィルタ係数を、最適フィルタ係数として選定するようにする
。
【０１９４】
　図２３において、ローパスフィルタ７１およびデータ間引き処理部７２を用いるように
したのは、そもそもノイズ特性は低域成分が多いためと、一般的に、高域の正確な制御は
難しく、ノイズキャンセリングにおいて、そもそも高域を対象とすることが困難であるた
め、ダウンサンプリングを行い、計算量を低減することが可能であるからである。
【０１９５】
　なお、この例の場合、メモリ２４に、各フィルタ係数のときの減衰カーブの逆特性カー
ブについてのＦＦＴ結果を記憶しておき、ＦＦＴ処理部７３からのＦＦＴ結果と、記憶さ
れている各フィルタ係数のときの減衰カーブの逆特性カーブについてのＦＦＴ結果とを比
較して、誤差が少ない逆特性カーブに対応するフィルタ係数を、最適フィルタ係数として
決定するようにしてもよい。
【０１９６】
　次に、ノイズ分析部２３２２および最適フィルタ係数評価部２３２３の具体例の第２の
例について説明する。図２４は、ノイズ分析部２３２２および最適フィルタ係数評価部２
３２３の具体例の構成の第２の例を示すものである。
【０１９７】
　この第２の例においては、ノイズ分析部２３２２は、図２４に示すように、複数個、こ
の例では６個のバンドパスフィルタ８１,８２，８３，８４，８５，８６と、この６個の
バンドパスフィルタ８１,８２，８３，８４，８５，８６のそれぞれの出力のエネルギー
値をｄＢ値として算出して内蔵レジスタに格納する６個のエネルギー値算出格納部９１，
９２，９３，９４，９５，９６とで構成される。
【０１９８】
　この例の場合、６個のバンドパスフィルタ８１,８２，８３，８４，８５，８６の通過
中心周波数は、５０Ｈｚ、１００Ｈｚ、２００Ｈｚ、４００Ｈｚ、８００Ｈｚ、１．６ｋ
Ｈｚとされている。
【０１９９】
　そして、Ａ／Ｄ変換回路２３１からの信号（前述したように起動がかかっているときに
は音声信号Ｓが存在しないので、ノイズからなる）は、６個のバンドパスフィルタ８１，
８２，８３，８４，８５，８６のそれぞれに入力される。そして、６個のバンドパスフィ
ルタ８１，８２，８３，８４，８５，８６のそれぞれの出力が、エネルギー値算出格納部
９１，９２，９３，９４，９５，９６に供給されて、各エネルギー値Ａ（０），Ａ（１）
，Ａ（２），Ａ（３），Ａ（４），Ａ（５）が算出され、それぞれが内蔵するレジスタに
格納される。
【０２００】
　一方、この第２の例においては、メモリ２４には、例えば図２５に示すように、前述し
た４種の各ノイズ低減カーブ（１）、（２）、（３）、（４）に対応する４セットのフィ
ルタ係数が記憶されていると共に、各ノイズ低減カーブ（１）、（２）、（３）、（４）
での、５０Ｈｚ、１００Ｈｚ、２００Ｈｚ、４００Ｈｚ、８００Ｈｚ、１．６ｋＨｚにお
ける減衰量代表値（ｄＢ値）が、それぞれのフィルタ係数に対応して記憶されている。
【０２０１】
　例えば、低域重視カーブ（１）での５０Ｈｚ、１００Ｈｚ、２００Ｈｚ、４００Ｈｚ、
８００Ｈｚ、１．６ｋＨｚにおける減衰量代表値（ｄＢ値）は、Ｂ１（０），Ｂ１（１）
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，Ｂ１（２）・・・Ｂ１（５）として対応するフィルタ係数と対応付けられて格納され、
低中域重視カーブ（２）での５０Ｈｚ、１００Ｈｚ、２００Ｈｚ、４００Ｈｚ、８００Ｈ
ｚ、１．６ｋＨｚにおける減衰量代表値（ｄＢ値）は、Ｂ２（０），Ｂ２（１），Ｂ２（
２）・・・Ｂ２（５）として対応するフィルタ係数と対応付けられて格納されるものであ
る。
【０２０２】
　そして、この第２の例の最適フィルタ係数評価部２３２３は、エネルギー算出格納部９
１～９６のそれぞれに格納された各エネルギー値Ａ（０），Ａ（１），Ａ（２），Ａ（３
），Ａ（４），Ａ（５）と、メモリ２４に格納されている各フィルタ係数によるノイズ低
減カーブによる減衰量代表値との差分を検出し、差分の総和が最も小さいノイズ低減カー
ブに対応するフィルタ係数を、最適フィルタ係数として決定するようにする。
【０２０３】
　すなわち、エネルギー値Ａ（０），Ａ（１），Ａ（２），Ａ（３），Ａ（４），Ａ（５
）と、メモリ２４に格納されている各フィルタ係数によるノイズ低減カーブによる減衰量
代表値との差分の総和は、入力ノイズに対する各ノイズ低減カーブによる減衰結果の残差
に等しいものとなり、小さいものほど、ノイズが低減されていることを意味するからであ
る。
【０２０４】
　この第２の例の場合の、ノイズ分析部２３２２および最適フィルタ係数評価部２３２３
における処理動作の流れの例を、図２６のフローチャートに示す。
【０２０５】
　まず、ノイズ分析部２３２２バンドパスフィルタ８１～８６の出力のエネルギー値Ａ（
０），Ａ（１），Ａ（２），Ａ（３），Ａ（４），Ａ（５）を算出してレジスタに格納す
る（ステップＳ２１）。
【０２０６】
　次に、最適フィルタ係数評価部２３２３は、格納されたエネルギー値Ａ（０）～Ａ（５
）を読み出して、エネルギー→振幅換算の変換を行い、値の補正を行なう（ステップＳ２
２）。この補正は、各ＢＰＦ８１～８６の総合選択度Ｑが一定の場合、例えば、周波数振
幅値一定のホワイトノイズを流した時に、通過した波形のエネルギー値は一定にならず、
低域が大きく出力されることから、この補正演算が必要である。また、総合選択度Ｑのと
り方によっても補正が必要な場合があり、これらをまとめて補正をする。
【０２０７】
　次に、最適フィルタ係数評価部２３２３は、まず、メモリ２４から減衰カーブ（１）の
低域重視カーブの代表値Ｂ１（０）～Ｂ１（５）を、エネルギー値Ａ（０）～Ａ（５）の
補正値からそれぞれ減算する（ステップＳ２３）。
【０２０８】
　次に、最適フィルタ係数評価部２３２３は、聴感上の特性カーブにて、減算値を補正し
、値Ｃ１（０）～Ｃ１（５）を得る（ステップＳ２４）。次に、最適フィルタ係数評価部
２３２３は、この値Ｃ１（０）～Ｃ１（５）を、リニア値に直した合計値を算出する（ス
テップＳ２５）。この合計値が一つの減衰カーブについての評価スコアとなる。
【０２０９】
　ここで、聴感上の特性カーブというのは、いわゆるＡカーブやＣカーブのようなもので
も構わないし、絶対音量を加味してラウドネスを換算したものでも良いし、独自に設定し
たものでも良い。
【０２１０】
　そして、最適フィルタ係数評価部２３２３は、上記ステップＳ２３～ステップＳ２５の
作業を、減衰カーブ（１）～（４）のすべてについて実行して、各減衰カーブに対応する
評価スコアを求める（ステップＳ２６）。
【０２１１】
　そして、最適フィルタ係数評価部２３２３は、すべてのカーブに対応するスコア値が計
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算できたら、評価スコア値が最も小さい減衰カーブが、最もノイズ減衰効果を期待するこ
とができるものであると判定し、この減衰カーブに対応するフィルタ係数を最適フィルタ
として決定する（ステップＳ２７）。
【０２１２】
　なお、上述の実施形態におけるメモリコントローラ２５は、ＤＳＰ２３２内に構成する
こともできる。また、イコライザ回路１３も、ＤＳＰ２３２内に構成し、音声信号Ｓをデ
ジタル信号に変換して、ＤＳＰ２３２内のイコライザ回路に供給するようにすることもで
きる。
【０２１３】
　［第８の実施形態］
　第８の実施形態は、上述したフィードフォワード方式であってアナログフィルタの系を
並列に有する第４の実施形態の構成において、操作部２６の代わりに、以下に説明するよ
うな自動選択手法を採用した場合の実施形態である。図２７に、この第８の実施形態にお
けるヘッドホン装置の構成例のブロック図を示す。
【０２１４】
　この第８の実施形態においては、ＦＦフィルタ回路３３のＤＳＰ３３２には、第７の実
施形態と同様に、フィードフォワード方式対応のデジタルフィルタ回路３３２１だけでな
く、ノイズ分析部３３２２および最適フィルタ係数評価部３３２３が構成される。
【０２１５】
　そして、この第８の実施形態では、ノイズ分析部３３２２は、マイクロホン３１で収音
したノイズの特性を分析し、その分析結果を最適フィルタ係数評価部３３２３に供給する
。ノイズ分析部３３２２および最適フィルタ係数評価部３３２３の構成および処理動作は
、第７の実施形態と同様であるが、第８の実施形態は、最適フィルタ係数の自動選択処理
動作の起動制御に関して、次の点が第７の実施形態とは異なる。
【０２１６】
　前述の第７の実施形態では、音声信号Ｓが再生されているときには、強制的にミューテ
ィングを行なうようにしたが、この第８の実施形態では、ミューティングは行なわずに、
音声信号Ｓの無音区間を検出し、その無音区間で、最適フィルタ係数の自動選択処理動作
を実行するようにする。
【０２１７】
　すなわち、この第８の実施形態においては、起動制御部６２が設けられるが、イコライ
ザ回路１３と、加算回路１４との間には、ミューティング回路１６は設けられない。起動
制御部６２は、その起動制御信号をノイズ分析部３３２２、最適フィルタ係数評価部３３
２３およびメモリコントローラ３５に供給する。
【０２１８】
　そして、メモリ３４には、フィードフォワード方式対応のフィルタ係数が、前述したよ
うに複数個（複数セット）、記憶される。そして、メモリコントローラ３５は、起動制御
部６２により起動制御を受けながら、第７の実施形態と同様にして、メモリ３５の複数個
のフィルタ係数の中から最適フィルタ係数を読み出し、デジタルフィルタ回路３３２１に
対して設定するようにする。その他の点は、第７の実施形態と全く同様に構成される。
【０２１９】
　この第８の実施形態の起動制御部６２による起動制御動作の流れの例を、図２８のフロ
ーチャートを参照して説明する。
【０２２０】
　すなわち、まず、起動制御部６２は、最適フィルタ係数の自動選択処理動作の起動タイ
ミングになったか否かを監視する（ステップＳ３１）。この第８の実施形態においても、
起動タイミングに関しては、第７の実施形態と同様に前述の起動タイミング（１）～（５
）を用いることができる。
【０２２１】
　そして、ステップＳ３１で、前記起動タイミングになったと判別したときには、起動制
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御部６２は、聴取対象の音声信号Ｓの再生中であるかを、音声信号Ｓの有無により判別す
る（ステップＳ３２）。
【０２２２】
　ステップＳ３２で、音声信号Ｓの再生中でないと判別したときには、起動制御部６２は
、ノイズ分析部３３２２、最適フィルタ係数評価部３３２３およびメモリコントローラ３
５に起動制御信号を送って、最適フィルタ係数の自動選択処理動作の起動をかけるように
する（ステップＳ３４）。
【０２２３】
　また、ステップＳ３２で、音声信号Ｓの再生中であると判別したときには、起動制御部
６２は、音声信号Ｓの無音区間を監視して、無音区間になったか否か判別し（ステップＳ
３３）、無音区間を判別したら、ステップＳ３４に進み、起動制御部６２は、ノイズ分析
部２３２２、最適フィルタ係数評価部２３２３およびメモリコントローラ３５に起動制御
信号を送って、最適フィルタ係数の自動選択処理動作の起動をかけるようにする。
【０２２４】
　最適フィルタ係数の自動選択処理動作は、第８の実施形態においても、第７の実施形態
と同様であるので、その説明は省略する。
【０２２５】
　なお、上述の実施形態におけるメモリコントローラ３５は、ＤＳＰ３３２内に構成する
こともできる。また、イコライザ回路１３も、ＤＳＰ３３２内に構成し、音声信号Ｓをデ
ジタル信号に変換して、ＤＳＰ３３２内のイコライザ回路に供給するようにすることもで
きる。
【０２２６】
　［第９の実施形態］
　上述した第７の実施形態や第８の実施形態では、最適フィルタ係数の自動選択処理動作
は、起動タイミングであって、かつ、再生音声信号を強制的に遮断して無音区間を生成し
たり、再生音声信号Ｓ自身が無音区間であるときに、行なうようにしたが、この第９の実
施形態では、再生音声信号Ｓの成分を、マイクロホン３１から収音した音声信号から除去
することで、ノイズのみを抽出し、当該抽出したノイズについてノイズ分析を行なうよう
に構成する。これにより、精度よく再生音を流しながらノイズ計測を行うことができるも
のである。
【０２２７】
　第９の実施形態のヘッドホン装置の構成例を、フィードフォワード方式のノイズ低減装
置に適用した場合について説明する。図２９は、その場合のヘッドホン装置の構成例を示
すブロック図である。
【０２２８】
　図２９に示すように、いま、ヘッドホン筐体２内部のドライバー１１から、ヘッドホン
筐体２外部のマイクロホン３１までの伝達関数をＨとする。この伝達関数Ｈは、あらかじ
め測定しておくことで、既知とすることができる。
【０２２９】
　この伝達関数Ｈ自身は、ヘッドホン筐体２内の共振や反射を多く含み、複雑になること
が多い。実際は、計算量の関係で、このＨの特長を近似した伝達関数Ｈ’を用いるものと
する。多くの場合、伝達関数Ｈを使用して演算する際は、そのインパルス応答ｈをＦＩＲ
（Ｆｉｎｉｔｅ　Ｉｍｐｕｌｓｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）演算することが多いが、ＦＩＲ演
算は、ＤＳＰによる演算は計算機リソースを多く消費するため、この伝達関数Ｈの特長を
、伝達関数Ｈ’として近似し、これをＩＩＲ（Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　Ｉｍｐｕｌｓｅ　Ｒｅ
ｓｐｏｎｓｅ）のフィルタとして実現する。
【０２３０】
　この第９の実施形態では、図２９に示すように、ＤＳＰ３３２には、デジタルフィルタ
回路３３２１と、前述のノイズ分析部３３２２および最適フィルタ係数評価部３３２３を
含むノイズ分析評価部３３２４と、デジタルイコライザ回路３３２５と、伝達関数Ｈ´乗
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算部３３２６と、減算回路３３２７および加算回路３３２８が構成されている。
【０２３１】
　そして、この図２９の例においては、入力端１２を通じた音声信号Ｓは、Ａ／Ｄ変換回
路３７でデジタル音声信号に変換されて、ＦＦフィルタ回路３３のＤＳＰ３３２のイコラ
イザ回路３３２５に供給される。
【０２３２】
　このイコライザ回路３３２５の出力信号は、加算回路３３２８を通じてＤ／Ａ変換回路
３３３に供給されると共に、伝達関数Ｈ´乗算部３３２６に供給される。伝達関数Ｈ´乗
算部３３２６は、イコライザ回路３３２５の出力信号に、伝達関数Ｈ´を乗算して、減算
回路３３２７に供給する。
【０２３３】
　減算回路３３２７には、Ａ／Ｄ変換回路３３１からのマイクアンプ３２を通じたマイク
ロホン３１で収音したノイズ３を含む音声信号Ｓの再生音響信号が供給されており、この
ノイズ３を含む音声信号Ｓから伝達関数Ｈ´乗算部３３２６からの音声信号が減算される
。
【０２３４】
　伝達関数Ｈ´は、ヘッドホン筐体２内部のドライバー１１から、ヘッドホン筐体２外部
のマイクロホン３１までの伝達関数であるので、伝達関数Ｈ´乗算部３３２６からの音声
信号は、マイクロホン３１で収音される音声信号Ｓの再生音響信号に相当するものとなる
。したがって、減算回路３３２７からは、ノイズ３の成分のみが得られる。この減算回路
３３２７の出力信号が、ノイズ分析評価部３３２４に供給される。
【０２３５】
　ノイズ分析評価部３３２４では、前述したようにして、そのノイズ分析部で、入力信号
であるノイズ成分が分析され、そのノイズ分析結果が最適フィルタ係数評価部に供給され
る。そして、最適フィルタ係数評価部が、前述したようにして、最適フィルタ係数を決定
し、その決定結果をメモリコントローラ３５に供給する。メモリコントローラ３５は、最
適フィルタ係数の決定結果に基づいて、当該最適フィルタ係数をメモリ３４から読み出し
て、デジタルフィルタ回路３３２１に設定する。
【０２３６】
　デジタルフィルタ回路３３２１で生成されたノイズ低減音声信号は、加算回路３３２８
に供給されて、イコライザ回路３３２５からの音声信号と加算される。そして、その加算
出力信号が、Ｄ／Ａ変換回路３３３に供給される。
【０２３７】
　以上のようにして、第９の実施形態においては、図２９のような構成とすることにより
、音声信号Ｓの再生音がマイクロホン３１の収音地点においてどのような時間波形になる
か推定した値で、マイクロホン３１からの収音音声信号から差分をとることができ、音声
信号Ｓの再生音を切断しなくても、実際のノイズ成分だけを取り出すことができる。
【０２３８】
　［自動選択方式の他の実施形態および変形例］
　上述の第７～第９の実施形態では、マイクロホン２１または３１で収音したノイズを分
析し、その分析結果を用いて最適フィルタ係数を選択するようにしたが、ノイズを分析せ
ずに、最適フィルタ係数を自動的に選択するようにすることもできる。
【０２３９】
　すなわち、フィードバック方式のノイズ低減装置においては、ノイズキャンセルポイン
トＰｃにおける音声をマイクロホン２１で収音するので、当該マイクロホン２１で収音し
た音声の音声信号からノイズが低減（キャンセル）されているかどうかを確認することが
できる。
【０２４０】
　そこで、フィードバック方式のノイズ低減装置においては、起動タイミングになったと
きに、メモリコントローラ２５または３５は、メモリ２４または３５から、複数個のフィ
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ルタ係数の一つずつを、順次に予め定めた一定期間ずつ、デジタルフィルタに設定し、そ
れぞれのフィルタ係数のときのノイズキャンセルポイントＰｃにおける残留ノイズをマイ
クロホン２１で収音し、評価する。そして、残留ノイズが最も小さいフィルタ係数を最適
フィルタ係数と決定するようにする。
【０２４１】
　この場合も、前記評価を行う場合には、音声信号Ｓをミューティングしたり、また、音
声信号Ｓの無音区間を検出したりして、音声信号Ｓの影響を除去するようにする。また、
図９の実施形態と同様に、音声信号Ｓに、伝達関数Ｈ´を乗算して、マイクロホン２１か
らの音声信号から減算し、その減算出力について残留ノイズを検出して評価するようにし
ても良い。
【０２４２】
　なお、フィードフォワード方式の場合においては、ノイズキャンセルポイントＰｃの音
声を収音するマイクロホンを設けることで、上述と同様に、ノイズキャンセルポイントＰ
ｃ残留ノイズを評価して、最適フィルタ係数の決定を自動決定することができる。
【０２４３】
　フィードフォワード方式とフィードバック方式の併用方式の場合には、ノイズキャンセ
ルポイントＰｃの音声を収音するマイクロホンで、ノイズキャンセルポイントＰｃ残留ノ
イズを評価して、最適フィルタ係数の決定を自動決定することができることは言うまでも
ない。
【０２４４】
　［その他の実施形態および変形例］
　上述の各実施形態の説明では、ＦＢフィルタ回路およびＦＦフィルタ回路において、デ
ジタルフィルタ回路は、ＤＳＰを用いて構成したが、このＤＳＰの代わりにマイクロコン
ピュータ（あるいはマイクロプロセッサ）を用いて、ソフトウエアプログラムによりデジ
タルフィルタ回路の処理を行うようにすることができる。
【０２４５】
　そして、ＤＳＰの代わりにマイクロコンピュータ（あるいはマイクロプロセッサ）を用
いる場合には、メモリコントローラの部分も、そのソフトウエアプログラムにより構成す
ることができる。また、逆に、ＤＳＰにメモリコントローラの部分を構成するようにする
ことも可能である。
【０２４６】
　また、上述の第１の実施形態～第４の実施形態、第７および第８の実施形態では、イコ
ライザ回路１３は、アナログ回路の構成としたが、第５、第６および第９の実施形態と同
様に、デジタルイコライザ回路の構成として、ＤＳＰ内に構成したり、マイクロコンピュ
ータのソフトウエアプログラムにより構成したりするようにしても良い。
【０２４７】
　ノイズ分析して、最適フィルタ係数を自動選択処理する場合におけるノイズ音を収音す
るマイクロホンは、図１７に示した第５の実施形態のように、マイクロホン２１とマイク
ロホン３１とを用いる装置の場合においては、マイクロホン２１と、マイクロホン３１の
いずれか一方を用いても良いし、両方を用いてもよい。
【０２４８】
　なお、第７の実施形態～第８の実施形態においては、ノイズ分析をして、最適フィルタ
係数を選択するようにしたが、ノイズ分析を正確に行うことができれば、そのノイズ分析
結果に基づいた減衰カーブを推定し、その推定した減衰カーブを得ることができるフィル
タ係数を算出するようにすることもできると期待される。そのようにすれば、メモリに複
数個のフィルタ係数を保存しておく必要が無い。
【０２４９】
　しかしながら、そのような減衰カーブを推定するためのノイズ分析としては、精細なＦ
ＦＴが必要になったり、多量のバンドパスフィルタを用いる必要があったりして、構成が
複雑かつ高価になってしまうおそれがある。その点、前述の実施形態では、正確な減衰カ
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ちのどの減衰カーブが最適であるかを判別することができればよいので、簡単かつ安価に
構成できるものである。
【０２５０】
　また、以上の実施形態は、この発明の実施形態のノイズ低減音声出力装置が、ヘッドホ
ン装置である場合について説明したが、マイクロホンを備えるイヤホン装置やヘッドセッ
ト装置、さらには携帯電話端末などの通信端末にも適用できる。また、この発明の実施形
態のノイズ低減音声出力装置は、ヘッドホン、イヤホン、ヘッドセットと組み合わせた携
帯型音楽再生装置にも適用可能である。
【０２５１】
　また、ノイズ低減装置部は、上述の実施形態では、ヘッドホン装置側に設けるようにし
たが、ヘッドホン装置が装着される携帯型音楽再生装置や、マイクロホンを備えるイヤホ
ンやヘッドセットに対応した携帯型音楽再生装置側に、ノイズ低減装置部を設けるように
することもできる。
【符号の説明】
【０２５２】
　１…リスナ、２…ヘッドホン筐体、３…ノイズ源、１１…ヘッドホンのドライバー、１
２…音声信号入力端、１３…イコライザ回路、１４…加算回路、１５…パワーアンプ、２
１、３１…マイクロホン、２３…ＦＢフィルタ回路、３３…ＦＦフィルタ回路、２４，３
４…メモリ、２５，３５…メモリコントローラ、２６，３６…操作部、２３１，３３１…
Ａ／Ｄ変換回路、２３２，３３２…ＤＳＰ、２３３，３３３…Ｄ／Ａ変換回路、２３２２
，３３２２…ノイズ分析部、２３２３，３３２３…最適フィルタ係数評価部、６１，６２
…起動制御部
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