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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　協調的サラウンドサウンドシステムの複数のスピーカーのうちの１つのスピーカーとし
て前記協調的サラウンドサウンドシステムに加わるモバイルデバイスの位置を決定するこ
とと、
　前記モバイルデバイスの前記決定された位置に基づいて、前記モバイルデバイスがオー
ディオソースからレンダリングされたオーディオ信号を再生するための規定された位置に
ないと判定することと、
　前記モバイルデバイスが前記規定された位置にないという前記判定に基づいて、前記協
調的サラウンドサウンドシステムに加わる前記モバイルデバイスが移動されるべき方向ま
たは位置のうち少なくとも１つを示す画像を生成することと
を備える、方法。
【請求項２】
　前記モバイルデバイスの前記決定された位置に基づいて、前記協調的サラウンドサウン
ドシステムの前記複数のスピーカーの各々が配置されるべきスピーカー領域を特定するこ
とをさらに備え、
　前記画像を生成することが、前記協調的サラウンドサウンドシステムのユーザが前記ス
ピーカー領域の適切な１つの中で前記協調的サラウンドサウンドシステムに加わる前記モ
バイルデバイスを再配置することを可能にするために、前記協調的サラウンドサウンドシ
ステムに加わる前記モバイルデバイスが移動されるべき前記方向または位置に加えて、前
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記スピーカー領域を示すために、前記画像を生成することを備える、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記モバイルデバイスの移動に基づいて前記画像を更新することをさらに備える、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記モバイルデバイスの前記位置を決定することが、
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスにある周波数
のトーンを放出させることと、
　前記モバイルデバイスによって放出された前記トーンに基づいて、前記モバイルデバイ
スの前記位置を決定することと
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記画像を生成することが、前記オーディオソースからレンダリングされた前記オーデ
ィオ信号を再生するための前記規定された位置に対する前記モバイルデバイスの前記位置
と、前記モバイルデバイスを前記規定された位置の中へ再配置するための指示とを示すた
めに、前記画像を生成することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　テレビを介して前記画像を表示することをさらに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスに含まれるデ
ィスプレイを介して、前記モバイルデバイスに前記画像を提示させることをさらに備える
、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスを前記規定さ
れた位置の中へ再配置するための指示を前記モバイルデバイスに提示させることをさらに
備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとることが、前記モバイルデバイスとイン
ターフェースをとり、前記モバイルデバイスが前記規定された位置の中へ再配置されるよ
うに前記モバイルデバイスを移動すべき方向を規定する矢印を前記モバイルデバイスに提
示させることを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　協調的サラウンドサウンドシステムの複数のスピーカーのうちの１つのスピーカーとし
て前記協調的サラウンドサウンドシステムに加わるモバイルデバイスの位置を決定し、
　前記モバイルデバイスの前記決定された位置に基づいて、前記モバイルデバイスがオー
ディオソースからレンダリングされたオーディオ信号を再生するための規定された位置に
ないと判定し、
　前記モバイルデバイスが前記規定された位置にないという前記判定に基づいて、前記協
調的サラウンドサウンドシステムに加わる前記モバイルデバイスが移動されるべき方向ま
たは位置のうち少なくとも１つを示す画像を生成する
　ように構成されるプロセッサと、
　前記画像を表すデータを記憶するように構成されるメモリと
を備える、ヘッドエンドデバイス。
【請求項１１】
　前記プロセッサがさらに、前記モバイルデバイスの前記決定された位置に基づいて、前
記協調的サラウンドサウンドシステムの前記複数のスピーカーの各々が配置されるべきス
ピーカー領域を特定するように構成され、
　前記プロセッサがさらに、前記画像を生成するときに、前記協調的サラウンドサウンド
システムのユーザが前記スピーカー領域の適切な１つの中で前記協調的サラウンドサウン
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ドシステムに加わる前記モバイルデバイスを再配置することを可能にするために、前記協
調的サラウンドサウンドシステムに加わる前記モバイルデバイスが移動されるべき前記方
向または位置に加えて、前記スピーカー領域を示すために、前記画像を生成するように構
成される、請求項１０に記載のヘッドエンドデバイス。
【請求項１２】
　前記プロセッサがさらに、前記モバイルデバイスの移動に基づいて前記画像を更新する
ように構成される、請求項１０に記載のヘッドエンドデバイス。
【請求項１３】
　前記プロセッサがさらに、前記モバイルデバイスの前記位置を決定するときに、前記モ
バイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスにある周波数のトーン
を放出させ、前記モバイルデバイスによって放出された前記トーンに基づいて、前記モバ
イルデバイスの前記位置を決定するように構成される、請求項１０に記載のヘッドエンド
デバイス。
【請求項１４】
　前記プロセッサがさらに、前記画像を生成するときに、マルチチャンネルオーディオソ
ースからレンダリングされた前記オーディオ信号を再生するための前記規定された位置に
対する前記モバイルデバイスの前記位置と、前記モバイルデバイスを前記規定された位置
の中へ再配置するための指示とを示すために、前記画像を生成するように構成される、請
求項１０に記載のヘッドエンドデバイス。
【請求項１５】
　前記プロセッサがさらに、テレビを介して前記画像を表示するように構成される、請求
項１４に記載のヘッドエンドデバイス。
【請求項１６】
　前記プロセッサがさらに、前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバ
イルデバイスに含まれるディスプレイを介して、前記モバイルデバイスに前記画像を提示
させるように構成される、請求項１４に記載のヘッドエンドデバイス。
【請求項１７】
　前記プロセッサがさらに、前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバ
イルデバイスを前記規定された位置の中へ再配置するための指示を前記モバイルデバイス
に提示させるように構成される、請求項１０に記載のヘッドエンドデバイス。
【請求項１８】
　前記プロセッサがさらに、前記モバイルデバイスとインターフェースをとるときに、前
記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスが前記規定された
位置の中へ再配置されるように前記モバイルデバイスを移動すべき方向を規定する矢印を
前記モバイルデバイスに提示させるように構成される、請求項１７に記載のヘッドエンド
デバイス。
【請求項１９】
　協調的サラウンドサウンドシステムの複数のスピーカーのうちの１つのスピーカーとし
て前記協調的サラウンドサウンドシステムに加わるモバイルデバイスの位置を決定するた
めの手段と、
　前記モバイルデバイスの前記決定された位置に基づいて、前記モバイルデバイスがオー
ディオソースからレンダリングされたオーディオ信号を再生するための規定された位置に
ないと判定するための手段と、
　前記モバイルデバイスが前記規定された位置にないという前記判定に基づいて、前記協
調的サラウンドサウンドシステムに加わる前記モバイルデバイスが移動されるべき方向ま
たは位置のうち少なくとも１つを示す画像を生成するための手段と
を備える、ヘッドエンドデバイス。
【請求項２０】
　前記モバイルデバイスの前記決定された位置に基づいて、前記協調的サラウンドサウン
ドシステムの前記複数のスピーカーの各々が配置されるべきスピーカー領域を特定するた



(4) JP 5882551 B2 2016.3.9

10

20

30

40

50

めの手段をさらに備え、
　前記画像を生成するための前記手段が、前記協調的サラウンドサウンドシステムのユー
ザが前記スピーカー領域の適切な１つの中で前記協調的サラウンドサウンドシステムに加
わる前記モバイルデバイスを再配置することを可能にするために、前記協調的サラウンド
サウンドシステムに加わる前記モバイルデバイスが移動されるべき前記方向または位置に
加えて、前記スピーカー領域を示すために、前記画像を生成するための手段を備える、請
求項１９に記載のヘッドエンドデバイス。
【請求項２１】
　前記モバイルデバイスの移動に基づいて前記画像を更新するための手段をさらに備える
、請求項１９に記載のヘッドエンドデバイス。
【請求項２２】
　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するための前記手段が、
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスにある周波数
のトーンを放出させるための手段と、
　前記モバイルデバイスによって放出された前記トーンに基づいて、前記モバイルデバイ
スの前記位置を決定するための手段と
を備える、請求項１９に記載のヘッドエンドデバイス。
【請求項２３】
　前記モバイルデバイスが移動されるべき前記方向または位置を示す前記画像を生成する
ための前記手段が、前記オーディオソースからレンダリングされた前記オーディオ信号を
再生するための前記規定された位置に対する前記モバイルデバイスの前記位置と、前記モ
バイルデバイスを前記規定された位置の中へ再配置するための指示とを示すために、前記
画像を生成するための手段を備える、請求項１９に記載のヘッドエンドデバイス。
【請求項２４】
　テレビを介して前記画像を表示するための手段をさらに備える、請求項２３に記載のヘ
ッドエンドデバイス。
【請求項２５】
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスに含まれるデ
ィスプレイを介して、前記モバイルデバイスに前記画像を提示させるための手段をさらに
備える、請求項２３に記載のヘッドエンドデバイス。
【請求項２６】
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスを前記規定さ
れた位置の中へ再配置するための指示を前記モバイルデバイスに提示させるための手段を
さらに備える、請求項１９に記載のヘッドエンドデバイス。
【請求項２７】
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとるための前記手段が、前記モバイルデバ
イスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスが前記規定された位置の中へ再配
置されるように前記モバイルデバイスを移動すべき方向を規定する矢印を前記モバイルデ
バイスに提示させるための手段を備える、請求項２６に記載のヘッドエンドデバイス。
【請求項２８】
　実行されると、１つまたは複数のプロセッサに、
　協調的サラウンドサウンドシステムの複数のスピーカーのうちの１つのスピーカーとし
て前記協調的サラウンドサウンドシステムに加わるモバイルデバイスの位置を決定させ、
　前記モバイルデバイスの前記決定された位置に基づいて、前記モバイルデバイスがオー
ディオソースからレンダリングされたオーディオ信号を再生するための規定された位置に
ないと判定させ、
　前記モバイルデバイスが前記規定された位置にないという前記判定に基づいて、前記協
調的サラウンドサウンドシステムに加わる前記モバイルデバイスが移動されるべき方向ま
たは位置のうち少なくとも１つを示す画像を生成させる、命令を記憶した非一時的コンピ
ュータ可読記憶媒体。
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【請求項２９】
　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記モバイルデバイスの前記決定
された位置に基づいて、前記協調的サラウンドサウンドシステムの前記複数のスピーカー
の各々が配置されるべきスピーカー領域を特定させる命令をさらに備え、
　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに前記画像を生成させる前記命令が、
実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサにさらに、前記協調的サラウンドサウン
ドシステムのユーザが前記スピーカー領域の適切な１つの中で前記協調的サラウンドサウ
ンドシステムに加わる前記モバイルデバイスを再配置することを可能にするために、前記
協調的サラウンドサウンドシステムに加わる前記モバイルデバイスが移動されるべき前記
方向または位置に加えて、前記スピーカー領域を示すために、前記画像を生成させる命令
を備える、請求項２８に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３０】
　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記モバイルデバイスの移動に基
づいて前記画像を更新させる命令をさらに備える、請求項２８に記載の非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体。
【請求項３１】
　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに前記モバイルデバイスの前記位置を
決定させる前記命令が、実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサにさらに、
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとらせ、前記モバイルデバイスにある周波
数のトーンを放出させ、
　前記モバイルデバイスによって放出された前記トーンに基づいて、前記モバイルデバイ
スの前記位置を決定させる命令を備える、請求項２８に記載の非一時的コンピュータ可読
記憶媒体。
【請求項３２】
　　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに前記モバイルデバイスが移動され
るべき前記方向または位置を示す前記画像を生成させる前記命令が、実行されると、前記
１つまたは複数のプロセッサにさらに、前記オーディオソースからレンダリングされた前
記オーディオ信号を再生するための前記規定された位置に対する前記モバイルデバイスの
前記位置と、前記モバイルデバイスを前記規定された位置の中へ再配置するための指示と
を示すために、前記画像を生成させる命令を備える、請求項２８に記載の非一時的コンピ
ュータ可読記憶媒体。
【請求項３３】
　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに、テレビを介して前記画像を表示さ
せる命令をさらに備える、請求項３２に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３４】
　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記モバイルデバイスとインター
フェースをとらせ、前記モバイルデバイスに含まれるディスプレイを介して、前記モバイ
ルデバイスに前記画像を提示させる命令をさらに備える、請求項３２に記載の非一時的コ
ンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３５】
　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに、
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとらせ、前記モバイルデバイスを前記規定
された位置の中へ再配置するための指示を前記モバイルデバイスに提示させる命令をさら
に備える、請求項２８に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３６】
　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記モバイルデバイスとインター
フェースをとらせる前記命令が、実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサにさら
に、前記モバイルデバイスとインターフェースをとらせ、前記モバイルデバイスが前記規
定された位置の中へ再配置されるように前記モバイルデバイスを移動すべき方向を規定す
る矢印を前記モバイルデバイスに提示させる命令を備える、請求項３５に記載の非一時的
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コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本出願は、２０１２年１１月２８日に出願された米国仮出願第６１／７３０，９
１１号の利益を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示はマルチチャンネルサウンドシステムに関し、より具体的には、協調的マ
ルチチャンネルサウンドシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]典型的なマルチチャンネルサウンドシステム（「マルチチャンネルサラウンドサ
ウンドシステム」とも呼ばれ得る）は通常、オーディオ／ビデオ（ＡＶ）受信機と２つ以
上のスピーカーとを含む。ＡＶ受信機は通常、スピーカーとインターフェースをとるいく
つかの出力と、オーディオおよび／またはビデオ信号を受け取るためのいくつかの入力と
を含む。しばしば、オーディオおよび／またはビデオ信号は、テレビセット、デジタルビ
デオディスク（ＤＶＤ）プレーヤー、高精細度ビデオプレーヤー、ゲームシステム、レコ
ードプレーヤー、コンパクトディスク（ＣＤ）プレーヤー、デジタルメディアプレーヤー
、セットトップボックス（ＳＴＢ）、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュー
タなどのような、様々なホームシアターコンポーネントまたはオーディオコンポーネント
によって生成される。
【０００４】
　[0004]ＡＶ受信機は、ビデオ信号を処理してアップコンバージョンまたは他のビデオ処
理機能を提供することができるが、通常は、ＡＶ受信機は、適切なチャンネルを適切なス
ピーカー（「ラウドスピーカー」とも呼ばれ得る）に提供するためにオーディオ処理を実
行するために、サラウンドサウンドシステムで利用される。サウンドのステージまたはエ
リアを再現し、それによってより没入感のあるサウンド体験をさらに提供するために、多
数の異なるサラウンドサウンドフォーマットが存在する。５．１サラウンドサウンドシス
テムでは、ＡＶ受信機は、センターチャンネルと、レフトチャンネルと、ライトチャンネ
ルと、リアライトチャンネルと、リアレフトチャンネルとを含む、５つのオーディオのチ
ャンネルを処理する。５．１の「．１」をなす追加のチャンネルは、サブウーファーまた
はバスチャンネルを対象とする。他のサラウンドサウンドフォーマットは、７．１サラウ
ンドサウンドフォーマット（追加のリアレフトチャンネルとリアライトチャンネルが加わ
る）と２２．２サラウンドサウンドフォーマット（追加のフォワードチャンネルおよびリ
アチャンネルと、別のサブウーファーまたはバスチャンネルに加えて、様々な高さにある
追加のチャンネルが加わる）とを含む。
【０００５】
　[0005]５．１サラウンドサウンドフォーマットの状況では、ＡＶ受信機は、これらの５
つのチャンネルを処理して、５つのチャンネルを５つのラウドスピーカーおよびサブウー
ファーに分配することができる。ＡＶ受信機は、サラウンドサウンドシステムが動作する
特定の部屋においてサラウンドサウンドオーディオを適切に再現するために、信号を処理
して音量レベルと信号の他の特性とを変えることができる。すなわち、元のサラウンドサ
ウンドオーディオ信号は取り込まれ、所与の部屋、たとえば１５×１５フィートの部屋に
適合するようにレンダリングされている可能性がある。ＡＶ受信機は、この信号を、サラ
ウンドサウンドシステムが動作する部屋に適合するようにレンダリングすることができる
。ＡＶ受信機は、このレンダリングを実行して、より良好なサウンドステージを作成し、
これによって、より良好な、またはさらに没入感のある聴取体験を提供することができる
。
【０００６】
　[0006]サラウンドサウンドはより没入感のある聴取体験（および、ビデオとともに、視
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覚的体験）を提供することができるが、納得のいくサラウンドサウンドを再生するのに必
要とされるＡＶ受信機およびラウドスピーカーは高価であることが多い。その上、ラウド
スピーカーに適切に電力供給するために、ＡＶ受信機は、ラウドスピーカーに（通常はス
ピーカー配線を介して）物理的に結合されていなければならないことが多い。サラウンド
サウンドが通常、少なくとも２つのスピーカーが聴取者の後ろに配置されることを必要と
することを考慮すると、ＡＶ受信機をサラウンドサウンドシステムのレフトリアスピーカ
ーおよびライトリアスピーカーに物理的に接続するために、スピーカー配線または他の物
理的接続が部屋全体を這うことを、ＡＶ受信機は必要とすることが多い。これらの配線を
這わせるのは見栄えが悪いことがあり、５．１、７．１、およびさらに高次元のサラウン
ドサウンドシステムの消費者による導入を妨げる。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]全般に、本開示は、サラウンドサウンドスピーカーとして、またはいくつかの例
では、フロントレフトスピーカー、センタースピーカー、および／もしくはフロントライ
トスピーカーとして利用可能なモバイルデバイスを利用する、協調的サラウンドサウンド
システムを可能にするための技法を説明する。ヘッドエンドデバイスは、本開示で説明さ
れる技法を実行するように構成され得る。ヘッドエンドデバイスは、１つまたは複数のモ
バイルデバイスとインターフェースをとって協調的サウンドシステムを形成するように構
成され得る。ヘッドエンドデバイスは、１つまたは複数のモバイルデバイスとインターフ
ェースをとって、協調的サウンドシステムのスピーカーとしてこれらのモバイルデバイス
のスピーカーを利用することができる。しばしば、ヘッドエンドデバイスは、ワイヤレス
接続を介してこれらのモバイルデバイスと通信することがあり、サウンドシステムのリア
レフトスピーカー、リアライトスピーカー、または他の後ろに配置されたスピーカーにつ
いてモバイルデバイスのスピーカーを利用する。
【０００８】
　[0008]このようにして、ヘッドエンドデバイスは、一般に利用可能であるが従来のサウ
ンドシステムでは利用されないモバイルデバイスのスピーカーを使用して協調的サウンド
システムを形成することができ、これによって、ユーザが専用のスピーカーを購入するこ
とと関連付けられる費用をなくし、または減らすことを可能にする。加えて、モバイルデ
バイスがヘッドエンドデバイスにワイヤレスに結合され得ることを考慮すると、本開示で
説明される技法に従って形成される協調的サラウンドサウンドシステムは、スピーカーに
電力を供給するためにスピーカー配線または他の物理的接続を這わせる必要なく、リアサ
ウンドを実現できる。したがって、本技法は、専用のスピーカーを購入することおよびそ
のようなスピーカーの設置と関連付けられる費用をなくすことに関する費用の節減と、リ
アスピーカーをヘッドエンドデバイスに結合する専用の物理的接続を提供する必要をなく
すことによる構成の容易さおよび柔軟性との両方を、促すことができる。
【０００９】
　[0009]いくつかの態様では、方法は、協調的サラウンドサウンドシステムの複数のスピ
ーカーのうちの１つのスピーカーとして協調的サラウンドサウンドシステムに加わるモバ
イルデバイスの位置を決定することと、協調的サラウンドサウンドシステムの複数の他の
スピーカーに対する協調的サラウンドサウンドシステムに加わるモバイルデバイスの位置
を示す画像を生成することとを備える。
【００１０】
　[0010]別の態様では、ヘッドエンドデバイスは、協調的サラウンドサウンドシステムの
複数のスピーカーのうちの１つのスピーカーとして協調的サラウンドサウンドシステムに
加わるモバイルデバイスの位置を決定し、協調的サラウンドサウンドシステムの複数の他
のスピーカーに対する協調的サラウンドサウンドシステムに加わるモバイルデバイスの位
置を示す画像を生成するように構成される、プロセッサを備える。
【００１１】
　[0011]別の態様では、ヘッドエンドデバイスは、協調的サラウンドサウンドシステムの



(8) JP 5882551 B2 2016.3.9

10

20

30

40

50

複数のスピーカーのうちの１つのスピーカーとして協調的サラウンドサウンドシステムに
加わるモバイルデバイスの位置を決定するための手段と、協調的サラウンドサウンドシス
テムの複数の他のスピーカーに対する協調的サラウンドサウンドシステムに加わるモバイ
ルデバイスの位置を示す画像を生成するための手段とを備える。
【００１２】
　[0012]別の態様では、実行されると、１つまたは複数のプロセッサに、協調的サラウン
ドサウンドシステムの複数のスピーカーのうちの１つのスピーカーとして協調的サラウン
ドサウンドシステムに加わるモバイルデバイスの位置を決定させ、協調的サラウンドサウ
ンドシステムの複数の他のスピーカーに対する協調的サラウンドサウンドシステムに加わ
るモバイルデバイスの位置を示す画像を生成させる命令を記憶した、非一時的コンピュー
タ可読記憶媒体。　[0013]本技法の１つまたは複数の実施形態の詳細は、添付の図面およ
び以下の説明において記載される。本技法の他の特徴、目的、および利点は、説明および
図面から、また特許請求の範囲から明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】[0014]本開示で説明された技法に従って形成された例示的な協調的サラウンドサ
ウンドシステムを示すブロック図。
【図２】[0015]図１の協調的サラウンドサウンドシステムの様々な態様をより詳細に示す
ブロック図。
【図３Ａ】[0016]本開示で説明される協調的サラウンドサウンドシステムの技法を実行す
る際のヘッドエンドデバイスおよびモバイルデバイスの例示的な動作を示すフローチャー
ト。
【図３Ｂ】本開示で説明される協調的サラウンドサウンドシステムの技法を実行する際の
ヘッドエンドデバイスおよびモバイルデバイスの例示的な動作を示すフローチャート。
【図３Ｃ】本開示で説明される協調的サラウンドサウンドシステムの技法を実行する際の
ヘッドエンドデバイスおよびモバイルデバイスの例示的な動作を示すフローチャート。
【図４】[0017]本開示で説明される技法に従って形成された協調的サラウンドサウンドシ
ステムのさらなる態様を示すブロック図。
【図５】[0018]図１の協調的サラウンドサウンドシステムの別の態様をより詳細に示すブ
ロック図。
【図６Ａ】[0019]本開示で説明される技法の様々な態様による、モバイルデバイスによっ
て表示されるような例示的な画像をより詳細に示す図。
【図６Ｂ】本開示で説明される技法の様々な態様による、モバイルデバイスによって表示
されるような例示的な画像をより詳細に示す図。
【図６Ｃ】本開示で説明される技法の様々な態様による、モバイルデバイスによって表示
されるような例示的な画像をより詳細に示す図。
【図７Ａ】[0020]本開示で説明される技法の様々な態様による、ヘッドエンドデバイスに
結合されるデバイスによって表示されるような例示的な画像をより詳細に示す図。
【図７Ｂ】本開示で説明される技法の様々な態様による、ヘッドエンドデバイスに結合さ
れるデバイスによって表示されるような例示的な画像をより詳細に示す図。
【図７Ｃ】本開示で説明される技法の様々な態様による、ヘッドエンドデバイスに結合さ
れるデバイスによって表示されるような例示的な画像をより詳細に示す図。
【図８Ａ】[0021]本開示で説明される協調的サラウンドサウンドシステムの技法の様々な
態様を実行する際のヘッドエンドデバイスおよびモバイルデバイスの例示的な動作を示す
フローチャート。
【図８Ｂ】本開示で説明される協調的サラウンドサウンドシステムの技法の様々な態様を
実行する際のヘッドエンドデバイスおよびモバイルデバイスの例示的な動作を示すフロー
チャート。
【図８Ｃ】本開示で説明される協調的サラウンドサウンドシステムの技法の様々な態様を
実行する際のヘッドエンドデバイスおよびモバイルデバイスの例示的な動作を示すフロー
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チャート。
【図９Ａ】[0022]本開示で説明される技法に従って形成される協調的サラウンドサウンド
システムの様々な構成を示すブロック図。
【図９Ｂ】本開示で説明される技法に従って形成される協調的サラウンドサウンドシステ
ムの様々な構成を示すブロック図。
【図９Ｃ】本開示で説明される技法に従って形成される協調的サラウンドサウンドシステ
ムの様々な構成を示すブロック図。
【図１０】[0023]本開示で説明される技法の様々な電力適合の態様を実施する際のヘッド
エンドデバイスの例示的な動作を示すフローチャート。
【図１１】[0024]様々な次数または副次数の球面調和ベースの関数を示す図。
【図１２】様々な次数または副次数の球面調和ベースの関数を示す図。
【図１３】様々な次数または副次数の球面調和ベースの関数を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　[0025]図１は、本開示で説明される技法に従って形成される例示的な協調的サラウンド
サウンドシステム１０を示すブロック図である。図１の例では、協調的サラウンドサウン
ドシステム１０は、オーディオソースデバイス１２と、ヘッドエンドデバイス１４と、フ
ロントレフトスピーカー１６Ａと、フロントライトスピーカー１６Ｂと、モバイルデバイ
ス１８Ａ～１８Ｎ（「モバイルデバイス１８」）とを含む。専用のフロントレフトスピー
カー１６Ａと専用のフロントライトスピーカー１６Ｂとを含むものとして示されるが、本
技法は、モバイルデバイス１８がフロントレフトスピーカー、センタースピーカー、およ
びフロントライトスピーカーとしても使用される例で、実行され得る。したがって、本技
法は、図１の例に示される例協調的サラウンドサウンドシステム１０に限定されるべきで
はない。その上、協調的サラウンドサウンドシステム１０に関して以下で説明されるが、
本開示の技法は、協調的サウンドシステムを提供するために任意の形態のサウンドシステ
ムによって実装され得る。
【００１５】
　[0026]オーディオソースデバイス１２は、ソースオーディオデータを生成することが可
能な任意のタイプのデバイスを表し得る。たとえば、オーディオソースデバイス１２は、
テレビセット（「インターネットアクセスを特徴とする、かつ／または、アプリケーショ
ンの実行をサポートすることが可能なオペレーティングシステムを実行する、いわゆる「
スマートテレビ」または「スマートＴＶ」を含む」）、デジタルセットトップボックス（
ＳＴＢ）、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）プレーヤー、高精細度ディスクプレーヤー
、ゲームシステム、マルチメディアプレーヤー、ストリーミングマルチメディアプレーヤ
ー、レコードプレーヤー、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、タブ
レットもしくはスレートコンピュータ、携帯電話（いわゆる「スマートフォンを含む）、
または、ソースオーディオデータを生成することが可能な、もしくは別様に提供すること
が可能な、任意の他のタイプのデバイスもしくはコンポーネントを表し得る。いくつかの
例では、オーディオソースデバイス１２は、オーディオソースデバイス１２がテレビ、デ
スクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、タブレットもしくはスレートコン
ピュータ、または携帯電話を表す例などにおいては、ディスプレイを含み得る。
【００１６】
　[0027]ヘッドエンドデバイス１４は、オーディオソースデバイス１２によって生成され
た、または別様に提供されたソースオーディオデータを処理する（または言い換えると、
レンダリングする）ことが可能な任意のデバイスを表す。いくつかの例では、ヘッドエン
ドデバイス１４は、たとえば、オーディオソースデバイス１２がヘッドエンドデバイス１
４の内部にあるように、またはその一部であるように、単一のデバイスを形成するように
オーディオソースデバイス１２と統合され得る。例示すると、オーディオソースデバイス
１２が、いくつか例を与えると、テレビ、デスクトップコンピュータ、ラップトップコン
ピュータ、スレートもしくはタブレットコンピュータ、ゲームシステム、携帯電話、また
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は高精細度ディスクプレーヤーを表すとき、オーディオソースデバイス１２はヘッドエン
ドデバイス１４と統合され得る。すなわち、ヘッドエンドデバイス１４は、テレビ、デス
クトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、スレートもしくはタブレットコンピ
ュータ、ゲームシステム、携帯電話、または高精細度ディスクプレーヤーなどのような、
種々のデバイスのいずれであってもよい。ヘッドエンドデバイス１４は、オーディオソー
スデバイス１２と統合されないとき、オーディオソースデバイス１２、フロントレフトス
ピーカー１６Ａ、フロントライトスピーカー１６Ｂ、および／またはモバイルデバイス１
８との有線接続とワイヤレス接続のいずれかを介して通信するためのいくつかのインター
フェースを提供する、オーディオ／ビデオ受信機（一般に「Ａ／Ｖ受信機」と呼ばれる）
を表し得る。
【００１７】
　[0028]フロントレフトスピーカー１６Ａおよびフロントライトスピーカー１６Ｂ（「ス
ピーカー１６」）は、１つまたは複数のトランスデューサを有するラウドスピーカーを表
し得る。通常、フロントレフトスピーカー１６Ａは、フロントライトスピーカー１６Ｂと
類似しており、またはほとんど同じである。スピーカー１６は、ヘッドエンドデバイス１
４と通信するための、有線インターフェース、および／または、いくつかの例ではワイヤ
レスインターフェースを備え得る。スピーカー１６は、能動的に電力供給されることがあ
り、または受動的に電力供給されることがあり、ここで、受動的に電力供給されるとき、
ヘッドエンドデバイス１４がスピーカー１６の各々を駆動し得る。上で述べられたように
、本技法は、専用のスピーカー１６を伴わずに実行されることが可能であり、専用のスピ
ーカー１６はモバイルデバイス１８の１つまたは複数によって置き換えられ得る。いくつ
かの例では、専用のスピーカー１６は、オーディオソースデバイス１２に組み込まれてよ
く、または別様に統合されてよい。
【００１８】
　[0029]モバイルデバイス１８は通常、携帯電話（いわゆる「スマートフォン」を含む）
、タブレットもしくはスレートコンピュータ、ネットブック、ラップトップコンピュータ
、デジタルピクチャフレーム、または、アプリケーションを実行することが可能な、かつ
／もしくはヘッドエンドデバイス１４とワイヤレスにインターフェースをとることが可能
な、任意の他のタイプのモバイルデバイスを表す。モバイルデバイス１８は各々、スピー
カー２０Ａ～２０Ｎ（「スピーカー２０」）を備え得る。これらのスピーカー２０は各々
、オーディオ再生のために構成されてよく、いくつかの例では、声のオーディオ再生のた
めに構成されてよい。例示を簡単にするために、本開示では携帯電話に関して説明される
が、本技法は、スピーカーを提供し、ヘッドエンドデバイス１４との有線通信またはワイ
ヤレス通信が可能な、任意のポータブルデバイスに関して実装され得る。
【００１９】
　[0030]通常のマルチチャンネルサウンドシステム（「マルチチャンネルサラウンドサウ
ンドシステム」または「サラウンドサウンドシステム」とも呼ばれ得る）では、一例とし
てヘッドエンドデバイスを表し得るＡ／Ｖ受信機は、専用のフロントレフトスピーカー、
フロントセンタースピーカー、フロントライトスピーカー、バックレフトスピーカー（「
サラウンドレフトスピーカー」とも呼ばれ得る）、およびバックライトスピーカー（「サ
ラウンドライトスピーカー」とも呼ばれ得る）の配置に適合するようにソースオーディオ
データを処理する。Ａ／Ｖ受信機は、より良好なオーディオ品質を提供し、スピーカーに
電力供給し、干渉を低減するために、これらのスピーカーの各々に対する専用の有線接続
を備えることが多い。Ａ／Ｖ受信機は、適切なチャンネルを適切なスピーカーに提供する
ように構成され得る。
【００２０】
　[0031]サウンドのステージまたはエリアを再現し、それによってより没入感のあるサウ
ンド体験をさらに提供するために、多数の異なるサラウンドサウンドフォーマットが存在
する。５．１サラウンドサウンドシステムでは、Ａ／Ｖ受信機は、センターチャンネルと
、レフトチャンネルと、ライトチャンネルと、リアライトチャンネルと、リアレフトチャ
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ンネルとを含む、５つのオーディオのチャンネルをレンダリングする。５．１の「．１」
をなす追加のチャンネルは、サブウーファーまたはバスチャンネルを対象とする。他のサ
ラウンドサウンドフォーマットは、７．１サラウンドサウンドフォーマット（追加のリア
レフトチャンネルとリアライトチャンネルが加わる）と２２．２サラウンドサウンドフォ
ーマット（追加のフォワードチャンネルおよびリアチャンネルと、別のサブウーファーま
たはバスチャンネルに加えて、様々な高さにある追加のチャンネルが加わる）とを含む。
【００２１】
　[0032]５．１サラウンドサウンドフォーマットの状況では、Ａ／Ｖ受信機は、５つのラ
ウドスピーカーに対するこれらの５つのチャンネルと、サブウーファーに対するバスチャ
ンネルとをレンダリングすることができる。Ａ／Ｖ受信機は、サラウンドサウンドシステ
ムが動作する特定の部屋においてサラウンドサウンドオーディオを適切に再現するために
、信号をレンダリングして音量レベルと信号の他の特性とを変えることができる。すなわ
ち、元のサラウンドサウンドオーディオ信号は取り込まれ、所与の部屋、たとえば１５×
１５フィートの部屋に適合するように処理されていることがある。Ａ／Ｖ受信機は、この
信号を、サラウンドサウンドシステムが動作する部屋に適合するように処理することがで
きる。Ａ／Ｖ受信機は、このレンダリングを実行して、より良好なサウンドステージを作
成し、これによって、より良好な、またはさらに没入感のある聴取体験を提供することが
できる。
【００２２】
　[0033]サラウンドサウンドはより没入感のある聴取体験（および、ビデオとともに、視
覚的体験）を提供することができるが、納得のいくサラウンドサウンドを再生するのに必
要とされるＡ／Ｖ受信機およびスピーカーは高価であることが多い。その上、スピーカー
に適切に電力供給するために、Ａ／Ｖ受信機は、上で述べられた理由で、ラウドスピーカ
ーに（通常はスピーカー配線を介して）物理的に結合されていなければならないことが多
い。サラウンドサウンドが通常、少なくとも２つのスピーカーが聴取者の後ろに配置され
ることを必要とすることを考慮すると、Ａ／Ｖ受信機をサラウンドサウンドシステムのレ
フトリアスピーカーおよびライトリアスピーカーに物理的に接続するために、スピーカー
配線または他の物理的接続が部屋全体を這うことを、Ａ／Ｖ受信機は必要とすることが多
い。これらの配線を這わせるのは見栄えが悪いことがあり、５．１、７．１、およびさら
に高次元のサラウンドサウンドシステムの消費者による導入を妨げる。
【００２３】
　[0034]本開示で説明される技法によれば、ヘッドエンドデバイス１４は、モバイルデバ
イス１８とインターフェースをとり、協調的サラウンドサウンドシステム１０を形成する
ことができる。ヘッドエンドデバイス１４は、モバイルデバイス１８とインターフェース
をとり、協調的サラウンドサウンドシステム１０のサラウンドサウンドスピーカーとして
これらのモバイルデバイスのスピーカー２０を利用することができる。しばしば、ヘッド
エンドデバイス１４は、ワイヤレス接続を介してこれらのモバイルデバイス１８と通信す
ることができ、図１の例に示されるように、サラウンドサウンドシステム１０のリアレフ
トスピーカー、リアライトスピーカー、または他の後ろに配置されたスピーカーについて
、モバイルデバイス１８のスピーカー２０を利用する。
【００２４】
　[0035]このようにして、ヘッドエンドデバイス１４は、一般に利用可能であるが従来の
サラウンドサウンドシステムでは利用されないモバイルデバイス１８のスピーカー２０を
使用して協調的サラウンドサウンドシステム１０を形成することができ、これによって、
ユーザが専用のサラウンドサウンドスピーカーを購入することと関連付けられる費用をな
くすことを可能にする。加えて、モバイルデバイス１８がヘッドエンドデバイス１４にワ
イヤレスに結合され得ることを考慮すると、本開示で説明される技法に従って形成される
協調的サラウンドサウンドシステム１０は、スピーカーに電力を供給するためにスピーカ
ー配線または他の物理的接続を這わせる必要なく、リアサラウンドサウンドを実現できる
。したがって、本技法は、専用のサラウンドサウンドスピーカーを購入することおよびそ
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のようなスピーカーの設置と関連付けられる費用をなくすことに関する費用の節減と、リ
アスピーカーをヘッドエンドデバイスに結合する専用の物理的接続を提供する必要をなく
すことによる構成の容易さとの両方を、促すことができる。
【００２５】
　[0036]動作において、ヘッドエンドデバイス１４は最初に、スピーカー２０の対応する
１つを含み協調的サラウンドサウンドシステム１０に加わることが可能なモバイルデバイ
ス１８（たとえば、電源が入っている、または動作可能なモバイルデバイス１８）を特定
することができる。いくつかの例では、モバイルデバイス１８は各々、アプリケーション
（一般に「アプリ」と呼ばれ得る）を実行することができ、このアプリは、ヘッドエンド
デバイス１８が、アプリを実行するモバイルデバイス１８を、協調的サラウンドサウンド
システム１０に加わることが可能であるものとして特定することを可能にする。
【００２６】
　[0037]ヘッドエンドデバイス１４は次いで、協調的サラウンドサウンドシステム１０の
１つまたは複数のスピーカーとしてスピーカー２０の対応する１つを利用するように、特
定されたモバイルデバイス１８を構成することができる。いくつかの例では、ヘッドエン
ドデバイス１４は、協調的サラウンドサウンドシステム１０の構成を助けるために、オー
ディオデータソース１２によって生成されるソースオーディオデータ（ここで、そのよう
なソースオーディオデータは、いくつかの例では、「マルチチャンネルオーディオデータ
」とも呼ばれ得る）のオーディオ再生に影響を与える特定されたモバイルデバイス１８の
対応する１つの態様を規定するモバイルデバイスデータを、モバイルデバイス１８が提供
することをポーリングすることができ、または別様に要求することができる。モバイルデ
バイス１８は、いくつかの例では、ヘッドエンドデバイス１４と通信すると、このモバイ
ルデバイスデータを自動的に提供し、ヘッドエンドデバイス１４によるこの情報の要求を
伴わずに、この情報に対する変更に応答してモバイルデバイスデータを定期的に更新する
ことができる。モバイルデバイス１８は、たとえば、モバイルデバイスデータのいくつか
の態様が変化したとき、更新されたモバイルデバイスデータを提供することができる。
【００２７】
　[0038]図１の例では、モバイルデバイス１８は、「ワイヤレスセッション２２」とも呼
ばれ得るセッション２２Ａ～２２Ｎ（「セッション２２」）の対応する１つを介して、ヘ
ッドエンドデバイス１４とワイヤレスに結合する。ワイヤレスセッション２２は、米国電
気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１ａ規格、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ規格、ＩＥＥＥ
　８０２．１１ｇ規格、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｎ規格、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｃ規
格、８０２．１１ａｄ規格、さらには、任意のタイプのパーソナルエリアネットワーク（
ＰＡＮ）規格などに従って形成される、ワイヤレスセッションを備え得る。いくつかの例
では、ヘッドエンドデバイス１４は、上で説明された規格の１つに従ってワイヤレスネッ
トワークに結合し、モバイルデバイス１８は、同じワイヤレスネットワークに結合し、そ
うすると、モバイルデバイス１８は、多くの場合はアプリケーションを実行しワイヤレス
ネットワーク内のヘッドエンドデバイス１４を見つけることによって、ヘッドエンドデバ
イス１４に登録することができる。
【００２８】
　[0039]ヘッドエンドデバイス１４とのワイヤレスセッション２２を確立した後で、モバ
イルデバイス１８は、上で言及されたモバイルデバイスデータを収集することができ、こ
のモバイルデバイスデータをワイヤレスセッション２２のそれぞれ１つを介してヘッドエ
ンドデバイス１４に提供する。このモバイルデバイスデータは、任意の数の特性を含み得
る。モバイルデバイスデータによって規定される例示的な特性または態様は、特定された
モバイルデバイスの対応する１つの位置（利用可能であればＧＰＳまたはワイヤレスネッ
トワーク三角測量を使用した）、特定されたモバイルデバイス１８の各々に含まれるスピ
ーカー２０の対応する１つの周波数応答、特定されたモバイルデバイス１８の対応する１
つに含まれるスピーカー２０の最大の許容可能なサウンド再生レベル、特定されたモバイ
ルデバイス１８の対応する１つのバッテリー状態またはバッターの電力レベル、特定され
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たモバイルデバイス１８の対応する１つの同期状態（たとえば、モバイルデバイス１８が
ヘッドエンドデバイス１４と同期しているかどうか）、および、特定されたモバイルデバ
イス１８の対応する１つのヘッドフォン状態の、１つまたは複数を含み得る。
【００２９】
　[0040]このモバイルデバイスデータに基づいて、ヘッドエンドデバイス１４は、協調的
サラウンドサウンドシステム１０の１つまたは複数のスピーカーとしてこれらのモバイル
デバイス１８の各々のスピーカー２０を利用するように、モバイルデバイス１８を構成す
ることができる。たとえば、モバイルデバイスデータがモバイルデバイス１８の各々の位
置を規定すると仮定すると、ヘッドエンドデバイス１４は、特定されたモバイルデバイス
１８の１つがマルチチャンネルオーディオソースデータを再生するのに最適な位置にない
ことを、対応するモバイルデバイスデータによって規定されるモバイルデバイス１８の１
つの位置に基づいて判定することができる。
【００３０】
　[0041]いくつかの例では、ヘッドエンドデバイス１４は、モバイルデバイス１８の１つ
または複数が「最適な位置」として特徴付けられ得る位置にないと判定したことに応答し
て、モバイルデバイス１８の１つまたは複数の準最適な位置に適合する方式で、オーディ
オソースからレンダリングされたオーディオ信号の再生を制御するように、協調的サラウ
ンドサウンドシステム１０を構成することができる。すなわち、ヘッドエンドデバイス１
４は、特定されたモバイルデバイス１８の現在の位置に適合するように、かつ、ユーザが
わざわざモバイルデバイスを移動する必要なくより没入感のあるサラウンドサウンド体験
を提供するように、ソースオーディオデータをレンダリングするための１つまたは複数の
前処理関数を構成することができる。
【００３１】
　[0042]さらに説明すると、ヘッドエンドデバイス１４は、レンダリングされたオーディ
オ信号の再生の間に、オーディオが発生しているように見える場所を効果的に変えるよう
に、ソースオーディオデータからオーディオ信号をレンダリングすることができる。この
意味で、ヘッドエンドデバイス１４は、位置がずれていると判定されるモバイルデバイス
１８の１つの適切なまたは最適な位置を特定することができ、協調的サラウンドサウンド
システム１０の仮想スピーカーと呼ばれ得るものを確立する。ヘッドエンドデバイス１４
は、たとえば、スピーカー１６と２０の２つ以上の間で、ソースオーディオデータからレ
ンダリングされたオーディオ信号をクロスミックスし、または別様に分配して、ソースオ
ーディオデータの再生の間にそのような仮想スピーカーの出現を生み出すことができる。
仮想スピーカーの出現を作り出すためにこのオーディオソースデータがどのようにレンダ
リングされるかについてのさらなる詳細が、図４の例に関して以下で与えられる。
【００３２】
　[0043]このようにして、ヘッドエンドデバイス１４は、スピーカー２０のそれぞれの１
つを各々含み、協調的サラウンドサウンドシステム１０に加わることが可能な、モバイル
デバイス１８を特定することができる。ヘッドエンドデバイス１４は次いで、協調的サラ
ウンドサウンドシステムの１つまたは複数の仮想スピーカーとして対応するスピーカー２
０の各々を利用するように、特定されたモバイルデバイス１８を構成することができる。
ヘッドエンドデバイス１４は次いで、オーディオ信号がモバイルデバイス１８のスピーカ
ー２０によって再生されるときに、オーディオ信号のオーディオ再生が協調的サラウンド
サウンドシステム１０の１つまたは複数の仮想スピーカーから発生しているように見える
ように、オーディオソースデータからオーディオ信号をレンダリングすることができ、そ
れらの１つまたは複数の仮想スピーカーは、モバイルデバイス１８の少なくとも１つ（お
よびスピーカー２０の対応する１つ）の位置とは異なる位置に配置されることが多い。ヘ
ッドエンドデバイス１４は次いで、レンダリングされたオーディオ信号を、協調的サラウ
ンドサウンドシステム１０のスピーカー１６および２０に送信することができる。
【００３３】
　[0044]いくつかの例では、ヘッドエンドデバイス１４は、モバイルデバイス１８の１つ
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または複数によってマルチチャンネルソースオーディオデータからレンダリングされるオ
ーディオ信号の再生を効果的に「最適化する」ようにモバイルデバイス１８の１つまたは
複数を再配置するように、モバイルデバイス１８の１つまたは複数のユーザに促すことが
できる。
【００３４】
　[0045]いくつかの例では、ヘッドエンドデバイス１４は、モバイルデバイスデータに基
づいて、ソースオーディオデータからオーディオ信号をレンダリングすることができる。
例示すると、モバイルデバイスデータは、モバイルデバイスの電力レベル（「バッテリー
状態」とも呼ばれ得る）を規定することができる。この電力レベルに基づいて、ヘッドエ
ンドデバイス１４は、オーディオ信号のいくつかの部分が（オーディオを再生するための
電力消費に関して）より負荷の低いオーディオ再生を有するように、ソースオーディオデ
ータからオーディオ信号をレンダリングすることができる。ヘッドエンドデバイス１４は
次いで、これらのより負荷の低いオーディオ信号を、電力レベルの低下したモバイルデバ
イス１８に提供することができる。その上、ヘッドエンドデバイス１４は、モバイルデバ
イス１８の２つ以上の電力レベルがソースオーディオデータの既知の期間のもとでは割り
当てられたチャンネルの再生を完了するには不十分であるとき、仮想スピーカーを形成す
るオーディオ信号の再生の間の電力消費を低減するために協調的サラウンドサウンドシス
テム１０の単一のスピーカーを形成するようにモバイルデバイス１８のそれら２つ以上が
協調すべきであると、判定することができる。上記の電力レベルの適合は、図９Ａ～図９
Ｃおよび図１０に関してより詳細に説明される。
【００３５】
　[0046]ヘッドエンドデバイス１４は、加えて、協調的サラウンドサウンドシステム１０
のスピーカーの各々が配置されるべきスピーカー領域を決定することができる。ヘッドエ
ンドデバイス１４は次いで、準最適な位置にあり得るモバイルデバイス１８の対応する１
つを再配置するように、多数の様々な方法でユーザに促すことができる。１つの方法では
、ヘッドエンドデバイス１４は、再配置されるべきモバイルデバイス１８のうち準最適に
配置されたものとインターフェースをとり、モバイルデバイス１８のうちのそれらをより
最適な位置に（割り当てられたスピーカー領域内などに）再配置するために、モバイルデ
バイスが移動されるべき方向を示すことができる。あるいは、ヘッドエンドデバイス１８
は、テレビのようなディスプレイとインターフェースをとり、モバイルデバイスの現在の
位置と、モバイルデバイスが移動されるべきより最適な位置と特定する画像を提示するこ
とができる。準最適に配置されたモバイルデバイスを再配置するようにユーザに促すため
の以下の代替形態が、図５、図６Ａ～図６Ｃ、図７Ａ～図７Ｃ、および図８Ａ～図８Ｃに
関してより詳細に説明される。
【００３６】
　[0047]このようにして、ヘッドエンドデバイス１４は、協調的サラウンドサウンドシス
テム１０の複数のスピーカーのスピーカーとして協調的サラウンドサウンドシステム１０
に加わるモバイルデバイス１８の位置を決定するように構成され得る。ヘッドエンドデバ
イス１４はまた、協調的サラウンドサウンドシステム１０の複数の他のスピーカーに対す
る、協調的サラウンドサウンドシステム１０に加わるモバイルデバイス１８の位置を示す
、画像を生成するように構成され得る。
【００３７】
　[0048]しかしながら、ヘッドエンドデバイス１４は、各種のモバイルデバイスと状況と
に適合するように、前処理関数を構成することができる。たとえば、ヘッドエンドデバイ
ス１４は、モバイルデバイス１８のスピーカー２０の１つまたは複数の特性、たとえば、
スピーカー２０の周波数応答および／またはスピーカー２０の最大の許容可能なサウンド
再生レベルに基づいてソースオーディオデータをレンダリングするための、オーディオ前
処理関数を構成することができる。
【００３８】
　[0049]さらに別の例として、ヘッドエンドデバイス２０は、上で述べられたように、協
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調的サラウンドサウンドシステム１０においてスピーカーとして利用されているモバイル
デバイス１８のバッテリー状態または電力レベルを示す、モバイルデバイスデータを受信
することができる。ヘッドエンドデバイス１４は、このモバイルデバイスデータによって
規定されるこれらのモバイルデバイス１８の１つまたは複数の電力レベルがソースオーデ
ィオデータの再生を完了するのに不十分であると、判定することができる。ヘッドエンド
デバイス１４は次いで、これらのモバイルデバイス１８の電力レベルがマルチチャンネル
ソースオーディオデータの再生を完了するのに不十分であるという判定に基づいて、マル
チチャンネルソースオーディオデータからレンダリングされるオーディオ信号を再生する
ためにモバイルデバイスのうちのそれらによって必要とされる電力の量を減らすようにソ
ースオーディオデータをレンダリングするように、前処理関数を構成することができる。
【００３９】
　[0050]ヘッドエンドデバイス１４は、一例として、これらのモバイルデバイス１８によ
る再生のためにマルチチャンネルソースオーディオデータからレンダリングされたオーデ
ィオ信号の音量を調整することによって、これらのモバイルデバイス１８における電力消
費を減らすように前処理関数を構成することができる。別の例では、ヘッドエンドデバイ
ス１４は、これらのモバイルデバイス１８によって再生されるべきマルチチャンネルソー
スオーディオデータからレンダリングされたオーディオ信号を、他のモバイルデバイス１
８によって再生されるべきマルチチャンネルソースオーディオデータからレンダリングさ
れたオーディオ信号とクロスミックスするように、前処理関数を構成することができる。
さらに別の例として、ヘッドエンドデバイス１４は、再生を完了するのに十分な電力を欠
いているモバイルデバイス１８によって再生されるべきマルチチャンネルソースオーディ
オデータからレンダリングされたオーディオ信号の周波数の少なくともいくつかの範囲を
減らす（例として、低い方の周波数を除くために）ように、前処理関数を構成することが
できる。
【００４０】
　[0051]このようにして、ヘッドエンドデバイス１４は、ユーザの様々な要望に合うよう
に、かつ、種々のモバイルデバイス１８とそれらの対応するオーディオ能力とに適合する
ように、このソースオーディオデータの再生を適合させ、適応させ、または別様に動的に
構成するように、ソースオーディオデータに前処理関数を適用することができる。
【００４１】
　[0052]協調的サラウンドサウンドシステム１０が上で説明された様々な方法で構成され
ると、ヘッドエンドシステム１４は次いで、協調的サラウンドサウンドシステム１０の１
つまたは複数のスピーカーの各々に、レンダリングされたオーディオ信号を送信し始める
ことができ、ここで、モバイルデバイス１８のスピーカー２０および／またはスピーカー
１６の１つまたは複数が再び、協調的サラウンドサウンドシステム１０の単一のスピーカ
ーを形成するように協調することができる。
【００４２】
　[0053]ソースオーディオデータの再生の間、モバイルデバイス１８の１つまたは複数は
、更新されたモバイルデバイスデータを提供することができる。いくつかの例では、モバ
イルデバイス１８は、協調的サラウンドサウンドシステム１０のスピーカーとして加わる
のを止めることができ、モバイルデバイス１８の対応する１つが協調的サラウンドサウン
ドシステム１０にもはや加わらないことを示すための更新モバイルデバイスデータを提供
する。モバイルデバイス１８は、電力の制約、モバイルデバイス１８で実行されるアプリ
ケーションを介した選好の設定、音声通話の受信、電子メールの受信、テキストメッセー
ジの受信、プッシュ通知の受信、または任意の数の他の理由によって、参加を止めること
ができる。ヘッドエンドデバイス１４は次いで、協調的サラウンドサウンドシステム１０
に加わっているモバイルデバイス１８の数の変化に適合するように、前処理関数を再編成
することができる。一例では、ヘッドエンドデバイス１４は、再生の間に対応するモバイ
ルデバイス１８を移動するようにユーザに促さないことがあり、代わりに、上で説明され
た方式で仮想スピーカーの出現を模擬するオーディオ信号を生成するように、マルチチャ
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ンネルソースオーディオデータをレンダリングすることができる。
【００４３】
　[0054]このようにして、本開示の技法は、アドホックネットワーク（上で述べられたよ
うに、一般に８０２．１１またはＰＡＮである）の形成を調整する中央デバイスまたはヘ
ッドエンドシステム１４とのアドホックネットワークを形成することによって、モバイル
デバイス１８が協調的サラウンドサウンドシステム１０に加わることを効果的に可能にす
る。上で説明されたように、ヘッドエンドデバイス１４は、スピーカー２０の１つを含み
、マルチチャンネルソースオーディオデータからレンダリングされたオーディオ信号を再
生するためにモバイルデバイス１８のアドホックワイヤレスネットワークに加わることが
可能な、モバイルデバイス１８を特定することができる。ヘッドエンドデバイス１４は次
いで、マルチチャンネルソースオーディオデータからレンダリングされたオーディオ信号
のオーディオ再生に影響を与え得る、特定されたモバイルデバイス１８の対応する１つの
態様または特性を規定するモバイルデバイスデータを、特定されたモバイルデバイス１８
の各々から受信することができる。ヘッドエンドデバイス１４は次いで、マルチチャンネ
ルソースオーディオデータのオーディオ再生に影響を与える特定されたモバイルデバイス
１８の態様に適合する方式で、マルチチャンネルソースオーディオデータからレンダリン
グされたオーディオ信号の再生を制御するために、モバイルデバイスデータに基づいてモ
バイルデバイス１８のアドホックワイヤレスネットワークを構成することができる。
【００４４】
　[0055]モバイルデバイス１８と専用のスピーカー１６とを含む協調的サラウンドサウン
ドシステム１０を対象とするものとして上で説明されたが、本技法は、モバイルデバイス
１８および／または専用のスピーカー１６の任意の組合せに関して実行され得る。いくつ
かの例では、本技法は、モバイルデバイスのみを含む協調的サラウンドサウンドシステム
に関して実行され得る。したがって、本技法は図１の例に限定されるべきではない。
【００４５】
　[0056]その上、マルチチャンネルソースオーディオデータに関して実行されるものとし
て説明全体で説明されるが、本技法は、オブジェクトベースのオーディオデータおよび高
次アンビソニックス（ＨＯＡ：higher order ambisonic）オーディオデータ（球面調和係
数（ＳＨＣ：spherical harmonic coefficient）のような階層的要素の形でオーディオデ
ータを規定し得る）を含む、任意のタイプのソースオーディオデータに関して実行され得
る。ＨＯＡオーディオデータは、図１１～図１３に関してより詳細に以下で説明される。
【００４６】
　[0057]図２は、図１の協調的サラウンドサウンドシステム１０の一部分をより詳細に示
すブロック図である。図２に示される協調的サラウンドサウンドシステム１０の部分は、
ヘッドエンドデバイス１４とモバイルデバイス１８Ａとを含む。例示を簡単にするために
、単一のモバイルデバイス、すなわち図２の例ではモバイルデバイス１８Ａに関して以下
で説明されるが、本技法は、複数のモバイルデバイス、たとえば図１の例に示されるモバ
イルデバイス１８に関して実施され得る。
【００４７】
　[0058]図２の例に示されるように、ヘッドエンドデバイス１４は制御ユニット３０を含
む。制御ユニット３０（一般にプロセッサとも呼ばれ得る）は、ソフトウェア命令を実行
する１つまたは複数の中央処理装置および／またはグラフィカルプロセッシングユニット
（これらの両方が図２には示されない）を表すことができ、このソフトウェア命令はたと
えば、ソフトウェアまたはコンピュータプログラムを定義するために使用され、本明細書
で説明される技法を１つまたは複数のプロセッサに実行させるための命令を記憶する非一
時的コンピュータ可読記憶媒体（やはり図２には示されない）、たとえば、ストレージデ
バイス（たとえば、ディスクドライブまたは光学ドライブ）、またはメモリ（フラッシュ
メモリ、ランダムアクセスメモリすなわちＲＡＭのような）、または任意の他のタイプの
揮発性メモリもしくは非揮発性メモリに記憶される。あるいは、制御ユニット３０は、本
明細書で説明される技法を実行するための、１つまたは複数の集積回路、１つまたは複数
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の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、１つまたは複数の特定用途向け特別プロセッサ（
ＡＳＳＰ）、１つまたは複数のフィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、ま
たは、専用のハードウェアの前述の例の１つまたは複数の任意の組合せのような、専用の
ハードウェアを表し得る。
【００４８】
　[0059]制御ユニット３０は、データ取り出しエンジン３２と、電力分析モジュール３４
と、オーディオレンダリングエンジン３６とを実行することができ、またはそうでなけれ
ば、それらを実装するように構成され得る。データ取り出しエンジン３２は、モバイルデ
バイス１８Ａ（さらには、残りのモバイルデバイス１８Ｂ～１８Ｎ）からモバイルデバイ
スデータ６０を取り出すように、または別様に受信するように構成される、モジュールま
たはユニットを表し得る。データ取り出しエンジン３２は、位置がモバイルデバイスデー
タ６２を介してモバイルデバイス１８Ａによって提供されないとき、ヘッドエンドデバイ
ス１４に対してモバイルデバイス１８Ａの位置を決定する、位置モジュール３８を含み得
る。データ取り出しエンジン３２は、この決定された位置を含めるようにモバイルデバイ
スデータ６０を更新することができ、これによって、更新されたモバイルデバイスデータ
６４を生成する。
【００４９】
　[0060]電力分析モジュール３４は、モバイルデバイスデータ６０の一部としてモバイル
デバイス１８によって報告される電力消費データを処理するように構成される、モジュー
ルまたはユニットを表す。電力消費データは、モバイルデバイス１８Ａのバッテリーサイ
ズと、オーディオ増幅器の定格電力と、スピーカー２０Ａのモデルおよび効率と、異なる
処理（ワイヤレスオーディオチャンネルの処理を含む）に対するモバイルデバイス１８Ａ
の電力プロファイルとを含み得る。電力分析モジュール３４は、この電力消費データを処
理して精緻化された電力データ６２を決定することができ、この精緻化された電力データ
６２はデータ取り出しエンジン３２に戻される。精緻化された電力データ６２は、現在の
電力レベルまたは容量、所与の長さの時間における意図される電力消費率などを規定する
ことができる。データ取り出しエンジン３２は次いで、この精緻化された電力データ６２
を含めるようにモバイルデバイスデータ６０を更新することができ、これによって、更新
されたモバイルデバイスデータ６４を生成する。いくつかの例では、電力分析モジュール
３４は、オーディオレンダリングエンジン３６に直接、精緻化された電力データ６２を提
供し、オーディオレンダリングエンジン３６は、この精緻化された電力データ６２を更新
されたモバイルデバイスデータ６４と組み合わせて、更新されたモバイルデバイスデータ
６４をさらに更新する。
【００５０】
　[0061]オーディオレンダリングエンジン３６は、更新されたモバイルデバイスデータ６
４を受信し、更新されたモバイルデバイスデータ６４に基づいてソースオーディオデータ
３７を処理するように構成される、モジュールまたはユニットを表す。オーディオレンダ
リングエンジン３６は、以下でより詳細に説明される任意の数の方法で、ソースオーディ
オデータ３７を処理することができる。単一のモバイルデバイス、すなわち図２の例では
モバイルデバイス１８Ａからの、更新されたモバイルデバイスデータ６４に関して、ソー
スオーディオデータ３７のみを処理するものとして示されるが、データ取り出しエンジン
３２および電力分析モジュール６４は、モバイルデバイス１８の各々からモバイルデバイ
スデータ６０を取り出して、モバイルデバイス１８の各々に対する更新されたモバイルデ
バイスデータ６４を生成することができ、そうすると、オーディオレンダリングエンジン
３６は、更新されたモバイルデバイスデータ６４の各々の例または複数の例の組合せ（モ
バイルデバイス１８の２つ以上が協調的サラウンドサウンドシステム１０の単一のスピー
カーを形成するために利用されるときなど）に基づいて、ソースオーディオデータ３７を
レンダリングすることができる。オーディオレンダリングエンジン３６は、モバイルデバ
イス１８による再生のために、レンダリングオーディオ信号６６を出力する。
【００５１】
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　[0062]図２にさらに示されるように、モバイルデバイス１８Ａは、制御ユニット４０と
スピーカー２０Ａとを含む。制御ユニット４０は、ヘッドエンドデバイス１４の制御ユニ
ット３０と同様であり、または実質的に同様であり得る。スピーカー２０Ａは、処理され
たオーディオ信号６６の再生を介してモバイルデバイスがソースオーディオデータ３７を
それによって再生できる、１つまたは複数のスピーカーを表す。
【００５２】
　[0063]制御ユニット４０は、協調的サウンドシステムアプリケーション４２とオーディ
オ再生モジュール４４とを実行することができ、またはそうでなければ、これらを実装す
るように構成され得る。協調的サウンドシステムアプリケーション４２は、ヘッドエンド
デバイス１４とのワイヤレスセッション２２Ａを確立し、次いでこのワイヤレスセッショ
ン２２Ａを介してヘッドエンドデバイス１４にモバイルデバイスデータ６０を通信するよ
うに構成される、モジュールまたはユニットを表し得る。協調的サウンドシステムアプリ
ケーション４２はまた、レンダリングされたオーディオ信号６６の再生に影響を与え得る
モバイルデバイス６０の状態の変化を協調的サウンドシステムアプリケーション４２が検
出するとき、モバイルデバイスデータ６０を定期的に送信することができる。オーディオ
再生モジュール４４は、オーディオデータまたは信号を再生するように構成される、モジ
ュールまたはユニットを表し得る。オーディオ再生モジュール４４は、レンダリングされ
たオーディオ信号６６を再生のためにスピーカー２０Ａに提供することができる。
【００５３】
　[0064]協調的サウンドシステムアプリケーション４２は、モバイルデバイスデータ６０
を収集するように構成されるモジュールまたはユニットを表す、データ収集エンジン４６
を含み得る。データ収集エンジン４６は、位置モジュール４８と、電力モジュール５０と
、スピーカーモジュール５２とを含み得る。位置モジュール４８は、可能であれば、全地
球測位システム（ＧＰＳ）を使用して、またはワイヤレスネットワーク三角測量を通じて
、ヘッドエンドデバイス１４に対するモバイルデバイス１８Ａの位置を決定することがで
きる。しばしば、位置モジュール４８は、本開示で説明された技法をヘッドエンドデバイ
ス１４が適切に実行することを可能にするのに十分な精度で、ヘッドエンドデバイス１４
に対するモバイルデバイス１８Ａの位置を突き止めることが不可能であることがある。
【００５４】
　[0065]この場合、位置モジュール４８は次いで、ヘッドエンドデバイス１４の制御ユニ
ット３０によって実行または実装される位置モジュール３８と協調することができる。位
置モジュール３８は、トーン６１または他の音を位置モジュール４８に送信することがで
き、位置モジュール４８は、オーディオ再生モジュール４４がスピーカー２０Ａにこのト
ーン６１を再生させるように、オーディオ再生モジュール４４とインターフェースをとる
ことができる。トーン６１は、所与の周波数のトーンを備え得る。しばしば、トーン６１
は、人の聴覚系によって知覚されることのケーブルである周波数範囲にない。位置モジュ
ール３８は次いで、モバイルデバイス１８Ａのスピーカー２０Ａによるこのトーン６１の
再生を検出することができ、このトーン６１の再生に基づいて、モバイルデバイス１８Ａ
の位置を導出し、または別様に決定することができる。
【００５５】
　[0066]電力モジュール５０は、上で述べられた電力消費データを決定するように構成さ
れるユニットまたはモジュールを表し、この電力消費データはやはり、モバイルデバイス
１８Ａのバッテリーのサイズと、オーディオ再生モジュール４４によって利用されるオー
ディオ増幅器の定格電力と、スピーカー２０Ａのモデルおよび電力効率と、モバイルデバ
イス１８Ａの制御ユニット４０によって実行される様々な処理の電力プロファイル（ワイ
ヤレスオーディオチャンネルの処理を含む）とを含み得る。電力モジュール５０は、シス
テムファームウェアから、制御ユニット４０によって実行されるオペレーティングシステ
ムから、または、様々なシステムデータを調査することから、この情報を決定することが
できる。いくつかの例では、電力モジュール５０は、ネットワーク（インターネットのよ
うな）においてアクセス可能なファイルサーバまたは何らかの他のデータソースにアクセ
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スすることができ、この電力消費データの様々な態様を取り出すために、タイプ、バージ
ョン、製造業者、またはモバイルデバイス１８Ａを特定する他のデータをファイルサーバ
に提供する。
【００５６】
　[0067]スピーカーモジュール５２は、スピーカーの特性を決定するように構成される、
モジュールまたはユニットを表す。電力モジュール５０と同様に、スピーカーモジュール
５２は、スピーカー２０Ａの周波数範囲、スピーカー２０Ａの最大音量レベル（デシベル
（ｄＢ）で表されることが多い）、スピーカー２０Ａの周波数応答などを含む、スピーカ
ー２０Ａの様々な特性を収集し、または別様に決定することができる。スピーカーモジュ
ール５２は、システムファームウェアから、制御ユニット４０によって実行されるオペレ
ーティングシステムから、または、様々なシステムデータを調査することから、この情報
を決定することができる。いくつかの例では、スピーカーモジュール５２は、ネットワー
ク（インターネットのような）においてアクセス可能なファイルサーバまたは何らかの他
のデータソースにアクセスすることができ、このスピーカー特性データの様々な態様を取
り出すために、タイプ、バージョン、製造業者、またはモバイルデバイス１８Ａを特定す
る他のデータをファイルサーバに提供する。
【００５７】
　[0068]最初に、上で説明されたように、モバイルデバイス１８Ａのユーザまたは他の操
作者は、制御ユニット４０とインターフェースをとり、協調的サウンドシステムアプリケ
ーション４２を実行する。制御ユニット４０は、このユーザ入力に応答して、協調的サウ
ンドシステムアプリケーション４２を実行する。協調的サウンドシステムアプリケーショ
ン４２がヘッドエンドデバイスデバイス１４を見つけられると仮定すると、ユーザは、協
調的サウンドシステムアプリケーション４２を実行すると、協調的サウンドシステムアプ
リケーション４２とインターフェースをとり（しばしば、例示を簡単にするために図２の
例では示されないグラフィカルユーザインターフェースを提示するタッチディスプレイを
介して）ヘッドエンドデバイス１４にモバイルデバイス１８Ａを登録することができる。
ヘッドエンドデバイス１４を見つけることができない場合、協調的サウンドシステムアプ
リケーション４２は、ヘッドエンドデバイス１４を見つけることに関するあらゆる課題を
ユーザが解決するのを助けることができ、場合によっては、たとえばヘッドエンドデバイ
ス１４とモバイルデバイス１８Ａの両方が同じワイヤレスネットワークまたはＰＡＮに接
続されることを確実にするための、トラブルシューティング情報を提供する。
【００５８】
　[0069]いずれにしても、協調的サウンドシステムアプリケーション４２がヘッドエンド
デバイス１４を見つけ、ヘッドエンドデバイス１４にモバイルデバイス１８Ａを登録する
のに成功すると仮定すると、協調的サウンドシステムアプリケーション４２は、データ収
集エンジン４６を呼び出してモバイルデバイスデータ６０を取り出すことができる。デー
タ収集エンジン４６を呼び出す際に、位置モジュール４８は、ヘッドエンドデバイス１４
に対するモバイルデバイス１８Ａの位置を決定するのを試みることができ、場合によって
は、上で説明された方式でヘッドエンドデバイス１４がヘッドエンドデバイス１４に対す
るモバイルデバイス１８Ａの位置を突き止めることを可能にするために、トーン６１を使
用して位置モジュール３８と協調する。
【００５９】
　[0070]上で述べられたようなトーン６１は、モバイルデバイス１８Ａを、ヘッドエンド
デバイス１４に対するそれぞれの位置を決定するために位置モジュール３８と協調するこ
とも試みている可能性のある協調的サラウンドサウンドシステム１０に加わっている他の
モバイルデバイス１８Ｂ～１８Ｎと区別するために、所与の周波数であり得る。言い換え
ると、ヘッドエンドデバイス１４は、第１の周波数を有するトーン６１とモバイルデバイ
ス１８Ａを関連付けることができ、第２の異なる周波数を有するトーンとモバイルデバイ
ス１８Ｂを関連付けることができ、第３の周波数を有するトーンとモバイルデバイス１８
Ｃを関連付けることができ、以下同様である。このようにして、ヘッドエンドデバイス１
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４は、モバイルデバイス１８の各々を順次見つけるのではなく、モバイルデバイス１８の
複数を同時に並行して見つけることができる。
【００６０】
　[0071]電力モジュール５０およびスピーカーモジュール５２は、上で説明された方式で
、電力消費データとスピーカー特性データとを収集することができる。データ収集エンジ
ン４６は、このデータを集約して、モバイルデバイスデータ６０を形成することができる
。データ収集エンジン４６は、モバイルデバイスデータ６０が、モバイルデバイス１８Ａ
の位置（可能であれば）、スピーカー２０Ａの周波数応答、スピーカー２０Ａの最大の許
容可能なサウンド再生レベル、モバイルデバイス１８Ａに含まれるバッテリーのバッテリ
ー状態とモバイルデバイス１８Ａへの電力供給、モバイルデバイス１８Ａの同期状態、お
よびモバイルデバイス１８Ａのヘッドフォン状態（たとえば、ヘッドフォンジャックが現
在使用されていてスピーカー２０Ａの使用を妨げるかどうか）のうちの１つまたは複数を
規定するように、モバイルデバイスデータ６０を生成することができる。データ収集エン
ジン４６は次いで、ヘッドエンドデバイス１４の制御ユニット３０によって実行されるデ
ータ取り出しエンジン３２に、このモバイルデバイスデータ６０を送信する。
【００６１】
　[0072]データ取り出しエンジン３２は、このモバイルデバイスデータ６０を解析して、
電力消費データを電力分析モジュール３４に提供することができる。上で説明されたよう
に、電力分析モジュール３４は、この電力消費データを処理して精緻化された電力データ
６２を生成することができる。データ取り出しエンジン３２はまた、位置モジュール３８
を呼び出して、上で説明された方式で、ヘッドエンドデバイス１４に対するモバイルデバ
イス１８Ａの位置を決定することができる。データ取り出しエンジン３２は次いで、決定
された位置（必要であれば）と精緻化された電力データ６２とを含めるようにモバイルデ
バイスデータ６０を更新することができ、この更新されたモバイルデバイスデータ６０を
オーディオレンダリングエンジン３６に渡す。
【００６２】
　[0073]オーディオレンダリングエンジン３６は次いで、更新されたモバイルデバイスデ
ータ６４に基づいて、ソースオーディオデータ３７をレンダリングすることができる。オ
ーディオレンダリングエンジン３６は次いで、協調的サラウンドサウンドシステム１０の
１つまたは複数の仮想スピーカーとしてモバイルデバイス１８のスピーカー２０Ａを利用
するように、協調的サラウンドサウンドシステム１０を構成することができる。オーディ
オレンダリングエンジン３６はまた、モバイルデバイス１８Ａのスピーカー２０Ａがレン
ダリングされたオーディオ信号６６を再生するときに、レンダリングされたオーディオ信
号６６のオーディオ再生が、モバイルデバイス１８Ａのようなモバイルデバイス１８の少
なくとも１つの決定された位置とは異なる位置に配置されているように見えることがやは
り多い、協調的サラウンドサウンドシステム１０の１つまたは複数の仮想スピーカーから
発生しているように見えるように、ソースオーディオデータ３７からオーディオ信号６６
をレンダリングすることができる。
【００６３】
　[0074]例示すると、オーディオレンダリングエンジン３６は、協調的サラウンドサウン
ドシステム１０の仮想スピーカーの各々がソースオーディオデータ３７を発生させている
ように見えるべきである、スピーカー領域を特定することができる。ソースオーディオデ
ータ３７をレンダリングするとき、オーディオレンダリングエンジン３６は次いで、レン
ダリングされたオーディオ信号６６がモバイルデバイス１８のスピーカー２０によって再
生されるときに、レンダリングされたオーディオ信号６６のオーディオ再生が、スピーカ
ー領域の対応する特定された１つの中の位置にある協調的サラウンドサウンドシステム１
０の仮想スピーカーから発生しているように見えるように、ソースオーディオデータ３７
からオーディオ信号６６をレンダリングすることができる。
【００６４】
　[0075]この方式でソースオーディオデータ３７をレンダリングするために、オーディオ
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レンダリングエンジン３６は、モバイルデバイス１８Ａを移動するようにユーザに促すの
を避けるために、モバイルデバイス１８の１つ、たとえばモバイルデバイス１８Ａの位置
に基づいてソースオーディオデータ３７をレンダリングするためのオーディオ前処理関数
を構成することができる。モバイルデバイスの移動が部屋の中の他の聴取者を妨害するこ
とがあることを考慮すると、デバイスを移動するようにユーザに促すのを避けることは、
オーディオデータの再生が開始した後のような、いくつかの例では必要であり得る。オー
ディオレンダリングエンジン３６は次いで、ソースオーディオデータ３７の少なくとも一
部分をレンダリングするときに構成されたオーディオ前処理関数を使用して、モバイルデ
バイス１８Ａの位置に適合するような方式でソースオーディオデータの再生を制御するこ
とができる。
【００６５】
　[0076]加えて、オーディオレンダリングエンジン３６は、モバイルデバイスデータ６０
の他の態様に基づいて、ソースオーディオデータ３７をレンダリングすることができる。
たとえば、オーディオレンダリングエンジン３６は、１つまたは複数のスピーカー特性に
基づいて（たとえばモバイルデバイス１８Ａのスピーカー２０Ａの周波数範囲に、または
、別の例としてモバイルデバイス１８Ａのスピーカー２０Ａの最大音量に適合するように
）、ソースオーディオデータ３７をレンダリングするときに使用するためのオーディオ前
処理関数を構成することができる。オーディオレンダリングエンジン３６は次いで、構成
されたオーディオ前処理関数に基づいてソースオーディオデータ３７の少なくとも一部分
をレンダリングして、モバイルデバイス１８Ａのスピーカー２０Ａによるレンダリングさ
れたオーディオ信号６６の再生を制御することができる。
【００６６】
　[0077]オーディオレンダリングエンジン３６は次いで、レンダリングされたオーディオ
信号６６またはその一部分をモバイルデバイス１８に送り、または別様に送信することが
できる。
【００６７】
　[0078]図３Ａ～図３Ｃは、本開示で説明される協調的サラウンドサウンドシステムの技
法を実行する際の、ヘッドエンドデバイス１４およびモバイルデバイス１８の例示的な動
作を示すフローチャートである。モバイルデバイス１８の特定の１つ、すなわち図２およ
び図３Ａ～図３Ｃの例ではモバイルデバイス１８Ａに関して以下では説明されるが、本技
法は、モバイルデバイス１８Ａに関して本明細書で説明されたものと同様の方式で、モバ
イルデバイス１８Ｂ～１８Ｎによって実行され得る。
【００６８】
　[0079]最初に、モバイルデバイス１８Ａの制御ユニット４０が、協調的サウンドシステ
ムアプリケーション４２を実行することができる（８０）。協調的サウンドシステムアプ
リケーション４２はまず、ワイヤレスネットワーク上でヘッドエンドデバイス１４の存在
を見つけることを試みることができる（８２）。協調的サウンドシステムアプリケーショ
ン４２がネットワーク上でヘッドエンドデバイス１４を見つけることができない場合（「
いいえ」８４）、モバイルデバイス１８Ａは、ネットワーク上でヘッドエンドデバイス１
４を見つけることを試み続けることができ、一方でまた、場合によっては、ヘッドエンド
デバイス１４を見つける際にユーザを支援するためのトラブルシューティング情報を提示
する（８２）。しかしながら、協調的サウンドシステムアプリケーション４２がヘッドエ
ンドデバイス１４を見つける場合（「はい」８４）、協調的サウンドシステムアプリケー
ション４２は、セッション２２Ａを確立し、セッション２２Ａを介してヘッドエンドデバ
イス１４に登録することができ（８６）、スピーカー２０Ａを含み協調的サラウンドサウ
ンドシステム１０に加わることが可能なデバイスとしてヘッドエンドデバイス１４がモバ
イルデバイス１８Ａを特定することを効果的に可能にする。
【００６９】
　[0080]ヘッドエンドデバイス１４に登録した後で、協調的サウンドシステムアプリケー
ション４２は、データ収集エンジン４６を呼び出すことができ、データ収集エンジン４６
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は上で説明された方式でモバイルデバイスデータ６０を収集する（８８）。データ収集エ
ンジン４６は次いで、モバイルデバイスデータ６０をヘッドエンドデバイス１４に送信す
ることができる（９０）。ヘッドエンドデバイス１４のデータ取り出しエンジン３２は、
モバイルデバイスデータ６０を受信し（９２）、このモバイルデバイスデータ６０がヘッ
ドエンドデバイス１４に対するモバイルデバイス１８Ａの位置を規定する位置データを含
むかどうかを判定する（９４）。ヘッドエンドデバイス１４がモバイルデバイス１８Ａを
正確に位置決定することを可能にするには位置データが不十分である場合（３０フィート
の精度しかないＧＰＳデータなど）、または、位置データがモバイルデバイスデータ６０
の中に存在しない場合（「いいえ」９４）、データ取り出しエンジン３２は、位置モジュ
ール３８を呼び出すことができ、位置モジュール３８は、協調的サウンドシステムアプリ
ケーション４２によって呼び出されるデータ収集エンジン４６の位置モジュール４８とイ
ンターフェースをとり、トーン６１をモバイルデバイス１８Ａの位置モジュール４８に送
信する（９６）。モバイルデバイス１８Ａの位置モジュール４８は次いで、このトーン６
１をオーディオ再生モジュール４４に渡し、オーディオ再生モジュール４４は、スピーカ
ー２０Ａとインターフェースをとってトーン６１を再生する（９８）。
【００７０】
　[0081]一方、ヘッドエンドデバイス１４の位置モジュール３８は、トーン６１を送信し
た後で、マイクロフォンとインターフェースをとり、スピーカー２０Ａによるトーン６１
の再生を検出することができる（１００）。ヘッドエンドデバイス１４の位置モジュール
３８は次いで、トーン６１の検出された再生に基づいて、モバイルデバイス１８Ａの位置
を決定することができる（１０２）。トーン６１を使用してモバイルデバイス１８Ａの位
置を決定した後で、ヘッドエンドデバイス１８のデータ取り出しモジュール３２は、決定
された位置を含めるようにモバイルデバイスデータ６０を更新することができ、これによ
って、更新されたモバイルデバイスデータ６４を生成する（図３Ｂ、１０４）。
【００７１】
　[0082]位置データがモバイルデバイスデータ６０の中に存在すると（または、ヘッドエ
ンドデバイス１４がヘッドエンドデバイス１４に対してモバイルデバイス１８Ａを位置決
定することを可能にするのに、位置データが十分正確であると）データ取り出しモジュー
ル３２が判定する場合、または、決定された位置を含めるように更新されたモバイルデバ
イスデータ６４を生成した後で、データ取り出しモジュール３２は、ヘッドエンドデバイ
ス１４に登録されたモバイルデバイス１８の各々からモバイルデバイスデータ６０を取り
出すのを終了したかどうかを判定することができる（１０６）。ヘッドエンドデバイス１
４のデータ取り出しモジュール３２がモバイルデバイス１８の各々からモバイルデバイス
データ６０を取り出すのを終了していない場合（「いいえ」１０６）、データ取り出しモ
ジュール３２は、上で説明された方式で（９２～１０６）、モバイルデバイスデータ６０
を取り出すことと、更新されたモバイルデバイスデータ６４を生成することとを続ける。
しかしながら、データ取り出しモジュール３２が、モバイルデバイスデータ６０を収集す
ることと更新されたモバイルデバイスデータ６４を生成することとを終了したと判定する
場合（「はい」１０６）、データ取り出しモジュール３２は、更新されたモバイルデバイ
スデータ６４をオーディオレンダリングエンジン３６に渡す。
【００７２】
　[0083]オーディオレンダリングエンジン３６は、この更新されたモバイルデバイスデー
タ６４を受信したことに応答して、ソースオーディオデータ３７を取り出すことができる
（１０８）。オーディオレンダリングエンジン３６は、ソースオーディオデータ３７をレ
ンダリングするとき、まず、マルチチャンネルソースオーディオデータ３７の再生に適合
するためにスピーカーが配置されるべきである領域を表す、スピーカー領域を決定するこ
とができる（１１０）。たとえば、５．１チャンネルのソースオーディオデータは、フロ
ントレフトチャンネルと、センターチャンネルと、フロントライトチャンネルと、サラウ
ンドレフトチャンネルと、サラウンドライトチャンネルと、サブウーファーチャンネルと
を含む。サブウーファーチャンネルは、低い周波数が通常はヘッドエンドデバイスに対す
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るサブウーファーの位置とは無関係に十分な効果を与えることを考慮すると、指向的では
なく、または考慮に値しない。しかしながら、他の５つのチャンネルは、しかしながら、
没入感のあるオーディオ再生のための最良のサウンドステージを提供するための、特定の
位置に対応し得る。オーディオレンダリングエンジン３６は、いくつかの例では、位置モ
ジュール３８とインターフェースをとって部屋の境界を導き出すことができ、これによっ
て、位置モジュール３８は、壁、人々、家具などの位置を特定するために、スピーカー１
６および／またはスピーカー２０の１つまたは複数にトーンまたは音を放出させ得る。こ
の部屋または物体の位置情報に基づいて、オーディオレンダリングエンジン３６は、フロ
ントレフトスピーカー、センタースピーカー、フロントライトスピーカー、サラウンドレ
フトスピーカー、およびサラウンドライトスピーカーの各々に対するスピーカー領域を決
定することができる。
【００７３】
　[0084]これらのスピーカー領域に基づいて、オーディオレンダリングエンジン３６は、
協調的サラウンドサウンドシステム１０の仮想スピーカーの位置を決定することができる
（１１２）。すなわち、オーディオレンダリングエンジン３６は、部屋または物体の位置
情報に対して最適または準最適な位置にあることが多いスピーカー領域の各々の中に仮想
スピーカーを配置することができる。オーディオレンダリングエンジン３６は次いで、モ
バイルデバイスデータ１８に基づいて、モバイルデバイス１８を各仮想スピーカーに割り
当てることができる（１１４）。
【００７４】
　[0085]たとえば、オーディオレンダリングエンジン３６はまず、更新されたモバイルデ
バイスデータ６０において規定されるモバイルデバイス１８の各々の位置を考慮すること
ができ、それらのデバイスを、モバイルデバイス１８の決定された位置に最も近い仮想位
置を有する仮想スピーカーに割り当てる。オーディオレンダリングエンジン３６は、モバ
イルデバイス１８の２つ以上を仮想スピーカーに割り当てるべきかどうかを、現在割り当
てられているモバイルデバイス１８が仮想スピーカーの位置にどの程度近いかに基づいて
、判定することができる。その上、上で説明されたように、オーディオレンダリングエン
ジン３６は、２つ以上のモバイルデバイス１８の１つと関連付けられる精緻化された電力
データ６２がソースオーディオデータ３７の全体を再生するのには不十分であるとき、モ
バイルデバイス１８の２つ以上を同じ仮想スピーカーに割り当てると決定することができ
る。やはり上で説明されたように、オーディオレンダリングエンジン３６はまた、スピー
カー特性を含むモバイルデバイスデータ６０の他の態様に基づいて、これらのモバイルデ
バイス１８を割り当てることができる。
【００７５】
　[0086]オーディオレンダリングエンジン３６は次いで、スピーカー１６およびスピーカ
ー２０の各々について上で説明された方式でソースオーディオデータ３７からオーディオ
信号をレンダリングすることができ、仮想スピーカーの位置および／またはモバイルデバ
イスデータ６０に基づいて、オーディオ信号を効果的にレンダリングする（１１６）。言
い換えると、オーディオレンダリングエンジン３６は次いで、上でより詳細に説明された
ように、ソースオーディオデータ３７をレンダリングするように前処理関数をインスタン
ス化し、または別様に定義することができる。このようにして、オーディオレンダリング
エンジン３６は、仮想スピーカーの位置およびモバイルデバイスデータ６０に基づいて、
ソースオーディオデータ３７をレンダリングし、または別様に処理することができる。上
で述べられたように、オーディオレンダリングエンジン３６は、このオーディオデータを
処理するとき、モバイルデバイス１８の各々からのモバイルデバイスデータ６０を総体ま
たは全体として考え、それでも、オーディオソースデータ６０からレンダリングされた別
々のオーディオ信号をモバイルデバイス１８の各々に送信することができる。したがって
、オーディオレンダリングエンジン３６は、レンダリングされたオーディオ信号６６をモ
バイルデバイス１８に送信する（図３Ｃ、１２０）。
【００７６】
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　[0087]このレンダリングされたオーディオ信号６６を受信したことに応答して、協調的
サウンドシステムアプリケーション４２は、オーディオ再生モジュール４４とインターフ
ェースをとり、オーディオ再生モジュール４４は次いで、スピーカー２０Ａとインターフ
ェースをとってレンダリングされたオーディオ信号６６を再生する（１２２）。上で述べ
られたように、協調的サウンドシステムアプリケーション４２は、データ収集エンジン４
６を定期的に呼び出して、モバイルデバイスデータ６０のいずれかが変化したか、または
更新されたかどうかを判定することができる（１２４）。モバイルデバイスデータ６０が
変化していない場合（「いいえ」１２４）、モバイルデバイス１８Ａは、レンダリングさ
れたオーディオ信号６６を再生し続ける（１２２）。しかしながら、モバイルデバイスデ
ータ６０が変化した、または更新されている場合（「はい」１２４）、データ収集エンジ
ン４６は、この変更されたモバイルデバイスデータ６０をヘッドエンドデバイス１４のデ
ータ取り出しエンジン３２に送信することができる（１２６）。
【００７７】
　[0088]データ取り出しエンジン３２は、この変更されたモバイルデバイスデータをオー
ディオレンダリングエンジン３６に渡すことができ、オーディオレンダリングエンジン３
６は、変更されたモバイルデバイスデータ６０に基づいて、仮想スピーカーの構築を介し
てモバイルデバイス１８Ａが割り当てられているオーディオ信号をレンダリングするため
の前処理関数を修正することができる。以下でより詳細に説明されるように、一般的に更
新されるまたは変更されるモバイルデバイスデータ６０は、一例として、電力消費の変化
により、または、オーディオ再生を中断させる音声呼のような別のタスクのためにモバイ
ルデバイス１８Ａが前から使用されていたことが原因で、変化する。
【００７８】
　[0089]いくつかの例では、データ取り出しエンジン３２は、データ取り出しモジュール
３２の位置モジュール３８がモバイルデバイス１８の位置の変化を検出し得るという意味
で、モバイルデバイスデータ６０が変化したと判定することができる。言い換えると、デ
ータ取り出しモジュール３２は、位置モジュール３８を定期的に呼び出して、モバイルデ
バイス１８の現在の位置を決定することができる（または代替的に、位置モジュール３８
はモバイルデバイス１８の位置を継続的に監視することができる）。位置モジュール３８
は次いで、モバイルデバイス１８の１つまたは複数が移動されたかどうかを判定すること
ができ、これによって、オーディオレンダリングエンジン３６が、モバイルデバイス１８
の位置の進行中の変化（たとえば、ユーザがテキストメッセージを見るためにモバイルデ
バイスを手に取り、次いでモバイルデバイスを異なる位置に置く場合に起こり得るような
）に適合するように前処理関数を動的に修正することを可能にする。したがって、本技法
は、モバイルデバイス１８が再生の間に移動または再配置され得るとしても、再生全体の
間、最適な位置の少なくとも近くに仮想スピーカーがとどまることを場合によっては確実
にするために、動的な場面において適用され得る。
【００７９】
　[0090]図４は、本開示で説明される技法に従って形成される、別の協調的サラウンドサ
ウンドシステム１４０を示すブロック図である。図４の例では、オーディオソースデバイ
ス１４２、ヘッドエンドデバイス１４４、フロントレフトスピーカー１４６Ａ、フロント
ライトスピーカー１４６Ｂ、およびモバイルデバイス１４８Ａ～１４８Ｃは、図１、図２
、図３Ａ～図３Ｃに関してそれぞれ上で説明された、オーディオソースデバイス１２、ヘ
ッドエンドデバイス１４、フロントレフトスピーカー１６Ａ、フロントライトスピーカー
１６Ｂ、およびモバイルデバイス１８Ａ～１８Ｎと実質的に同様であり得る。
【００８０】
　[0091]図４の例に示されるように、ヘッドエンドデバイス１４４は、協調的サラウンド
サウンドシステム１４０が動作する部屋を、５つの別々のスピーカー領域１５２Ａ～１５
２Ｅ（「領域１５２」）に分割する。これらの領域１５２を決定した後で、ヘッドエンド
デバイス１４４は、領域１５２の各々に対して仮想スピーカー１５４Ａ～１５４Ｅ（「仮
想スピーカー１５４」）の位置を決定することができる。
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【００８１】
　[0092]領域１５２Ａおよび１５２Ｂの各々に対して、ヘッドエンドデバイス１４４は、
仮想スピーカー１５４Ａおよび１５４Ｂの位置がフロントレフトスピーカー１４６Ａおよ
びフロントライトスピーカー１４６Ｂの位置にそれぞれ近い、または一致すると判定する
。領域１５２Ｃに対して、ヘッドエンドデバイス１４４は、仮想スピーカー１５４Ｃの位
置がモバイルデバイス１４８Ａ～１４８Ｃ（「モバイルデバイス１４８」）のいずれとも
重複しないと判定する。結果として、ヘッドエンドデバイス１４４は、領域１５２Ｃを探
索して、領域１５２Ｃの中に位置する、またはその中に部分的に位置するあらゆるモバイ
ルデバイス１４８を特定する。この探索を実行する際、ヘッドエンドデバイス１４４は、
モバイルデバイス１４８Ａおよび１４８Ｂが領域１５２Ｃの中に位置する、またはその中
に少なくとも部分的に位置すると判定する。ヘッドエンドデバイス１４４は次いで、これ
らのモバイルデバイス１４８Ａと１４８Ｂとを、仮想スピーカー１５４Ｃに割り当てる。
ヘッドエンドデバイス１４４は次いで、音が仮想スピーカー１５４Ｃから発生しているか
のように見えるように、モバイルデバイス１４８Ａによる再生のためにソースオーディオ
データからサラウンドレフトチャンネルをレンダリングするように第１の前処理関数を定
義する。ヘッドエンドデバイス１４４はまた、音が仮想スピーカー１５４Ｃから発生して
いるかのように、モバイルデバイス１４８Ｂによる再生のためにソースオーディオデータ
からサラウンドライトチャンネルの第２の実体をレンダリングするように第２の前処理関
数を定義する。
【００８２】
　[0093]ヘッドエンドデバイス１４４は次いで、仮想スピーカー１５４Ｄを考慮すること
ができ、モバイルデバイス１４８Ｃの位置が仮想スピーカー１５４Ｄの位置と重複する（
しばしば、定義された、または設定された閾値の範囲内にある）という点で、モバイルデ
バイス１４８Ｃが領域１５２Ｄの中の最適に近い位置に配置されていると判定する。ヘッ
ドエンドデバイス１４４は、モバイルデバイス１４８Ｃと関連付けられるモバイルデバイ
スデータの他の態様に基づいて、サラウンドライトチャンネルをレンダリングするための
前処理関数を定義することができるが、このサラウンドライトチャンネルが発生している
ように見える箇所を修正するように前処理関数を定義する必要はないことがある。
【００８３】
　[0094]ヘッドエンドデバイス１４４は次いで、仮想スピーカー１５４Ｅを支援できるセ
ンタースピーカーがセンタースピーカー領域１５２Ｅ内にないと判定することができる。
結果として、ヘッドエンドデバイス１４４は、フロントレフトスピーカー１４６Ａおよび
フロントライトスピーカー１４６Ｂがそれら両方のそれぞれのフロントレフトチャンネル
とフロントライトチャンネルとセンターチャンネルとを再生するように、ソースオーディ
オデータからセンターチャンネルをレンダリングしてフロントレフトチャンネルとフロン
トライトチャンネルの両方とセンターチャンネルをクロスミックスする、前処理関数を定
義することができる。この前処理関数は、音が仮想スピーカー１５４Ｅの位置から再生さ
れているかのように見えるように、センターチャンネルを修正することができる。
【００８４】
　[0095]ソースオーディオデータが仮想スピーカー１５４Ｃおよび仮想スピーカー１５４
Ｅのような仮想スピーカーから発生しているように見えるようにソースオーディオデータ
を処理する前処理関数を定義するとき、スピーカー１５０の１つまたは複数がこれらの仮
想スピーカーの意図される位置に位置していないとき、ヘッドエンドデバイス１４４は、
本開示で説明される技法のうちの、拘束ベクトルに基づく動的振幅パンニングの態様を実
行することができる。ペアのスピーカー（２次元に対しては２つのスピーカー、かつ３次
元に対しては３つのスピーカー）のみに基づく、ベクトルに基づく振幅パンニング（ＶＢ
ＡＰ）を実行するのではなく、ヘッドエンドデバイス１４４は、３つ以上のスピーカーに
対して、拘束ベクトルに基づく動的振幅パンニングの技法を実行することができる。拘束
ベクトルに基づく動的振幅パンニングの技法は、現実的な制約に基づき得るので、ＶＢＡ
Ｐと比較して高い自由度をもたらす。
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【００８５】
　[0096]例示すると、３つのラウドスピーカーが左後の角に（かつ、したがって、サラウ
ンドレフトスピーカー領域１５２Ｃに）位置し得る、以下の例を考える。この例では、［
ｐ1 ｐ2］

Tが与えられると、ベクトルは、仮想ソースの電力と位置とを表す、［ｌ11 ｌ1

2］
T、［ｌ21 ｌ22］

T、［ｌ31 ｌ32］
T、によって示され得る、３つのベクトルが定義さ

れ得る。ヘッドエンドデバイス１４４は次いで、次の式を解くことができる。
【数１】

【００８６】
ここで、

【数２】

【００８７】
は、ヘッドエンドデバイス１４４が計算する必要のあり得る未知数である。
【００８８】
　[0097]
【数３】

【００８９】
を解くことは、典型的な多未知数の問題であり、通常の解法は、ヘッドエンドデバイス１
４４が最小ノルムの解を求めることを伴う。ヘッドエンドデバイス１４４がＬ２ノルムを
使用してこの方程式を解くと仮定すると、ヘッドエンドデバイス１４４は次の式を解く。

【数４】

【００９０】
　[0098]ヘッドエンドデバイス１４４は、制約に基づいてベクトルを操作することによっ
て、ｇ1と、ｇ2と、ｇ3とをある方法で制約することができる。ヘッドエンドデバイス１
４４は次いで、次のように、スカラー電力係数ａ1と、ａ2と、ａ3とを加算することがで
きる。
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【００９１】
、かつ
【数６】

【００９２】
　[0099]サラウンドレフト領域１５２Ｃの中に位置する３つのスピーカーの各々に対する
適切な利得を提供する解である、Ｌ２ノルムの解を使用するとき、ヘッドエンドデバイス
１４４は、仮想的に配置されたラウドスピーカーを生成することができ、同時に、利得の
べき和は、ヘッドエンドデバイス１４４が固有の電力消費の限度に対する制約のもとです
べての利用可能な３つのラウドスピーカーに対する電力消費を適切に分配できるように、
最小限であることに留意されたい。
【００９３】
　[0100]例示すると、第２のデバイスのバッテリー電力がなくなりつつある場合、ヘッド
エンドデバイス１４４は、他の電力ａ1およびａ3と比較して、ａ2を小さくすることがで
きる。より具体的な例として、ヘッドエンドデバイス１４４が３つのラウドスピーカーベ
クトル［１　０］T、

【数７】

【００９４】
、［１　０］Tを求め、ヘッドエンドデバイス１４４がその解において
【数８】

【００９５】
を有するように制約されると仮定する。ａ1＝ａ2＝ａ3＝１を意味する制約がない場合、
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【数９】

【００９６】
である。しかしながら、バッテリー、またはラウドスピーカーごとの固有の最大音量のよ
うな、いくつかの理由で、ヘッドエンドデバイス１４４は、第２のラウドスピーカーの音
量を下げる必要があることがあり、第２のベクトルは
【数１０】

【００９７】
だけ縮小され、そして
【数１１】

【００９８】
となる。この例では、ヘッドエンドデバイス１４４は第２のラウドスピーカーの利得を下
げ得るが、それでも仮想画像は同じままであり、またはほとんど同じ位置にとどまる。
【００９９】
　[0101]上で説明されたこれらの技法は、次のように一般化され得る。
【０１００】
１．スピーカーの１つまたは複数が周波数に依存する制約を有するとヘッドエンドデバイ
ス１４４が判定する場合、ヘッドエンドデバイスは、短時間フーリエ変換を含む任意の種
類のフィルタバンク分析と合成とを介して、
【数１２】

【０１０１】
に依存するように上の式を定義することができ、ｋは周波数インデックスである。
【０１０２】
２．ヘッドエンドデバイス１４４は、検出された位置に基づいてベクトルを割り振ること
によって、これを任意のＮ≧２個のラウドスピーカーの場合に拡張することができる。
【０１０３】
３．ヘッドエンドデバイス１４４は、適切な電力利得の制約との任意の組合せを任意にグ
ループ化することができ、この電力利得の制約は重複していることも重複していないこと
もある。いくつかの例では、ヘッドエンドデバイス１４４は、すべてのラウドスピーカー
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を同時に使用して、５つ以上の異なる位置に基づく音を生成することができる。いくつか
の例では、ヘッドエンドデバイス１４４は、各々の指定された領域、たとえば、図４に示
される５つのスピーカー領域１５２の中のラウドスピーカーをグループ化することができ
る。１つの領域の中に１つしかない場合、ヘッドエンドデバイス１４４は、その領域に対
するグループを次の領域に拡張することができる。
【０１０４】
４．いくつかのデバイスが移動している場合、または協調的サラウンドサウンドシステム
１４０に登録されているだけである場合、ヘッドエンドデバイス１４４は、対応する基本
ベクトルを更新（変更または加算）して、各スピーカーに対する利得を計算することがで
き、この利得は調整される可能性が高い。
【０１０５】
５．Ｌ２ノルムに関して上で説明されるが、ヘッドエンドデバイス１４４は、この最小ノ
ルムの解を求めるために、Ｌ２ノルム以外の異なるノルムを利用することができる。たと
えば、Ｌ０ノルムを使用するとき、ヘッドエンドデバイス１４４は、低利得の解を計算す
ることができ、これは、Ｌ２ノルムの場合の小利得のラウドスピーカーが０利得のラウド
スピーカーになることを意味する。
【０１０６】
６．上で提示された、電力制約が加えられた最小ノルムの解は、制約最適化の問題を実施
する具体的な方法である。しかしながら、任意の種類の制約された凸最適化の方法は、
【数１３】

【０１０７】
という問題と組み合わさられ得る。
【０１０８】
　[0102]このようにして、ヘッドエンドデバイス１４４は、協調的サラウンドサウンドシ
ステム１４０に加わるモバイルデバイス１５０Ａに対して、協調的サラウンドサウンドシ
ステム１４０の仮想スピーカー１５４Ｃの規定された位置を特定することができる。ヘッ
ドエンドデバイス１４４は次いで、予想される電力期間のような、モバイルデバイスによ
るマルチチャンネルオーディオデータの再生に影響を与える制約を決定することができる
。ヘッドエンドデバイス１４４は次いで、モバイルデバイス１５０Ａによるレンダリング
されたオーディオ信号６６の再生に対する決定された制約の影響を減らす方式でオーディ
オ信号６６をレンダリングするために、決定された制約を使用して、ソースオーディオデ
ータ３７に対する上で説明された拘束ベクトルに基づく動的振幅パンニングを実行するこ
とができる。
【０１０９】
　[0103]加えて、ヘッドエンドデバイス１４４は、制約を決定するとき、モバイルデバイ
スがソースオーディオデータ３７を再生するのに十分な電力を有するであろう予想される
期間を示す、予想される電力期間を決定することができる。ヘッドエンドデバイス１４４
は次いで、ソースオーディオデータ３７の再生期間を示すソースオーディオ期間を決定す
ることができる。ソースオーディオ期間が予想される電力期間を超えるとき、ヘッドエン
ドデバイス１４４は、予想される電力期間を制約として決定することができる。
【０１１０】
　[0104]その上、いくつかの例では、拘束ベクトルに基づく動的振幅パンニングを実行す
るとき、ヘッドエンドデバイス１４４は、レンダリングされるオーディオ信号６６を再生
するための予想される電力期間がソースオーディオ期間より短くなるように、オーディオ
信号６６をレンダリングするために、決定された予想される電力期間を制約として使用し
て、ソースオーディオデータ３７に対して拘束ベクトルに基づく動的振幅パンニングを実
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行することができる。
【０１１１】
　[0105]いくつかの例では、制約を決定するとき、ヘッドエンドデバイス１４４は、周波
数に依存する制約を決定することができる。拘束ベクトルに基づく動的振幅パンニングを
実行するとき、ヘッドエンドデバイス１４４は、モバイルデバイス１５０Ａによってレン
ダリングされるオーディオ信号６６を再生するための予想される電力期間が一例としてソ
ースオーディオデータ３７の再生期間を示すソースオーディオ期間より短くなるように、
オーディオ信号６６をレンダリングするために、決定された周波数制約を使用して、ソー
スオーディオデータ３７に対して拘束ベクトルに基づく動的振幅パンニングを実行するこ
とができる。
【０１１２】
　[0106]いくつかの例では、拘束ベクトルに基づく動的振幅パンニングを実行するとき、
ヘッドエンドデバイス１４４は、複数の仮想スピーカーの１つを支援する複数のモバイル
デバイスを考慮することができる。上で述べられたように、いくつかの例では、ヘッドエ
ンドデバイス１４４は、３つのモバイルデバイスに関して本技法のこの態様を実行するこ
とができる。予想される電力期間を制約として使用してソースオーディオデータ３７に対
する拘束ベクトルに基づく動的振幅パンニングを実行し、３つのモバイルデバイスが単一
の仮想スピーカーを支援すると仮定するとき、ヘッドエンドデバイス１４４はまず、第１
のモバイルデバイス、第２のモバイルデバイス、および第３のモバイルデバイスに対して
それぞれ、次の式に従って、音量利得ｇ1と、ｇ2と、ｇ3とを計算することができる。
【数１４】

【０１１３】
　[0107]上で述べられたように、ａ1、ａ2、およびａ3は、第１のモバイルデバイスに対
するスカラー電力係数と、第２のモバイルデバイスに対するスカラー電力係数と、第３の
モバイルデバイスに対するスカラー電力係数とを示す。ｌ11、ｌ12は、ヘッドエンドデバ
イス１４４に対する第１のモバイルデバイスの位置を特定するベクトルを示す。ｌ21、ｌ

22は、ヘッドエンドデバイス１４４に対する第２のモバイルデバイスの位置を特定するベ
クトルを示す。ｌ31、ｌ32は、ヘッドエンドデバイス１４４に対する第３のモバイルデバ
イスの位置を特定するベクトルを示す。ｐ1、ｐ2は、第１のモバイルデバイス、第２のモ
バイルデバイス、および第３のモバイルデバイスによって支援される複数の仮想スピーカ
ーの１つの、ヘッドエンドデバイス１４４に対する規定された位置を特定するベクトルを
示す。
【０１１４】
　[0108]図５は、図１の協調的サラウンドサウンドシステム１０の一部分をより詳細に示
すブロック図である。図２に示される協調的サラウンドサウンドシステム１０の部分は、
ヘッドエンドデバイス１４とモバイルデバイス１８Ａとを含む。例示を簡単にするために
、単一のモバイルデバイス、すなわち図５の例ではモバイルデバイス１８Ａに関して以下
で説明されるが、本技法は、複数のモバイルデバイス、たとえば図１の例に示されるモバ
イルデバイス１８に関して実施され得る。
【０１１５】
　[0109]図５の例に示されるように、ヘッドエンドデバイス１４は、追加の画像生成モジ
ュール１６０も含む、図２の例に関して上で説明され示されるものと同じコンポーネント
と、ユニットと、モジュールとを含む。画像生成モジュール１６０は、モバイルデバイス
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１８Ａのディスプレイデバイス１６４を介した表示のために１つまたは複数の画像１７０
を生成し、ソースオーディオデバイス１２のディスプレイデバイス１６６を介した表示の
ために１つまたは複数の画像１７２を生成するように構成される、モジュールまたはユニ
ットを表す。画像１７０は、モバイルデバイス１８Ａが移動または配置されるべき方向ま
たは位置を規定し得る、任意の１つまたは複数の画像を表し得る。同様に、画像１７２は
、モバイルデバイス１８Ａの現在の位置とモバイルデバイス１８Ａの所望のまたは意図さ
れる位置を示す、１つまたは複数の画像を表し得る。画像１７２はまた、モバイルデバイ
ス１８Ａが移動されるべき方向を規定し得る。
【０１１６】
　[0110]同様に、モバイルデバイス１８Ａは、ディスプレイインターフェースモジュール
１６８も含む、図２の例に関して上で説明され示されるものと同じコンポーネントと、ユ
ニットと、モジュールとを含む。ディスプレイインターフェースモジュール１６８は、デ
ィスプレイデバイス１６４とインターフェースをとるように構成される協調的サウンドシ
ステムアプリケーション４２のユニットまたはモジュールを表し得る。ディスプレイイン
ターフェースモジュール１６８は、ディスプレイデバイス１６４とインターフェースをと
って、画像１７０を送信し、またはそうでなければ、ディスプレイデバイス１６４に画像
１７０を表示させることができる。
【０１１７】
　[0111]最初に、上で説明されたように、モバイルデバイス１８Ａのユーザまたは他の操
作者は、制御ユニット４０とインターフェースをとって、協調的サウンドシステムアプリ
ケーション４２を実行する。制御ユニット４０は、このユーザ入力に応答して、協調的サ
ウンドシステムアプリケーション４２を実行する。協調的サウンドシステムアプリケーシ
ョン４２がヘッドエンドデバイスデバイス１４を見つけられると仮定すると、ユーザは、
協調的サウンドシステムアプリケーション４２を実行すると、協調的サウンドシステムア
プリケーション４２とインターフェースをとり（しばしば、例示を簡単にするために図２
の例では示されないグラフィカルユーザインターフェースを提示するタッチディスプレイ
を介して）ヘッドエンドデバイス１４にモバイルデバイス１８Ａを登録することができる
。ヘッドエンドデバイス１４を見つけることができない場合、協調的サウンドシステムア
プリケーション４２は、ヘッドエンドデバイス１４を見つけることに関するあらゆる課題
をユーザが解決するのを助けることができ、場合によっては、たとえばヘッドエンドデバ
イス１４とモバイルデバイス１８Ａの両方が同じワイヤレスネットワークまたはＰＡＮに
接続されることを確実にするための、トラブルシューティング情報を提供する。
【０１１８】
　[0112]いずれにしても、協調的サウンドシステムアプリケーション４２がヘッドエンド
デバイス１４を見つけ、ヘッドエンドデバイス１４にモバイルデバイス１８Ａを登録する
のに成功すると仮定すると、協調的サウンドシステムアプリケーション４２は、データ収
集エンジン４６を呼び出してモバイルデバイスデータ６０を取り出すことができる。デー
タ収集エンジン４６を呼び出す際に、位置モジュール４８は、ヘッドエンドデバイス１４
に対するモバイルデバイス１８Ａの位置を決定するのを試みることができ、場合によって
は、上で説明された方式でヘッドエンドデバイス１４がヘッドエンドデバイス１４に対す
るモバイルデバイス１８Ａの位置を突き止めることを可能にするために、トーン６１を使
用して位置モジュール３８と協調する。
【０１１９】
　[0113]上で述べられたようなトーン６１は、モバイルデバイス１８Ａを、ヘッドエンド
デバイス１４に対するそれぞれの位置を決定するために位置モジュール３８と協調するこ
とも試みている可能性のある協調的サラウンドサウンドシステム１０に加わっている他の
モバイルデバイス１８Ｂ～１８Ｎと区別するために、所与の周波数であり得る。言い換え
ると、ヘッドエンドデバイス１４は、第１の周波数を有するトーン６１とモバイルデバイ
ス１８Ａを関連付けることができ、第２の異なる周波数を有するトーンとモバイルデバイ
ス１８Ｂを関連付けることができ、第３の異なる周波数を有するトーンとモバイルデバイ
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ス１８Ｃを関連付けることができ、以下同様である。この方式で、ヘッドエンドデバイス
１４は、モバイルデバイス１８の各々を順次見つけるのではなく、モバイルデバイス１８
の複数を同時に並行して見つけることができる。
【０１２０】
　[0114]電力モジュール５０およびスピーカーモジュール５２は、上で説明された方式で
、電力消費データとスピーカー特性データとを収集することができる。データ収集エンジ
ン４６は、このデータを集約して、モバイルデバイスデータ６０を形成することができる
。データ収集エンジン４６は、モバイルデバイス１８Ａの位置（可能であれば）、スピー
カー２０Ａの周波数応答、スピーカー２０Ａの最大の許容可能なサウンド再生レベル、モ
バイルデバイス１８Ａに含まれるバッテリーのバッテリー状態とモバイルデバイス１８Ａ
への電力供給、モバイルデバイス１８Ａの同期状態、およびモバイルデバイス１８Ａのヘ
ッドフォン状態（たとえば、ヘッドフォンジャックが現在使用されていてスピーカー２０
Ａの使用を妨げるかどうか）のうちの１つまたは複数を規定する、モバイルデバイスデー
タ６０を生成することができる。データ収集エンジン４６は次いで、ヘッドエンドデバイ
ス１４の制御ユニット３０によって実行されるデータ取り出しエンジン３２に、このモバ
イルデバイスデータ６０を送信する。
【０１２１】
　[0115]データ取り出しエンジン３２は、このモバイルデバイスデータ６０を解析して、
電力消費データを電力分析モジュール３４に提供することができる。上で説明されたよう
に、電力分析モジュール３４は、この電力消費データを処理して精緻化された電力データ
６２を生成することができる。データ取り出しエンジン３２はまた、位置モジュール３８
を呼び出して、上で説明された方式で、ヘッドエンドデバイス１４に対するモバイルデバ
イス１８Ａの位置を決定することができる。データ取り出しエンジン３２は次いで、決定
された位置（必要であれば）と精緻化された電力データ６２とを含めるようにモバイルデ
バイスデータ６０を更新することができ、この更新されたモバイルデバイスデータ６０を
オーディオレンダリングエンジン３６に渡す。
【０１２２】
　[0116]オーディオレンダリングエンジン３６は次いで、更新されたモバイルデバイスデ
ータ６４に基づいて、ソースオーディオデータ３７を処理することができる。オーディオ
レンダリングエンジン３６は次いで、協調的サラウンドサウンドシステム１０の１つまた
は複数の仮想スピーカーとしてモバイルデバイス１８Ａのスピーカー２０Ａを利用するよ
うに、協調的サラウンドサウンドシステム１０を構成することができる。オーディオレン
ダリングエンジン３６はまた、モバイルデバイス１８Ａのスピーカー２０Ａがレンダリン
グされたオーディオ信号６６を再生するときに、レンダリングされたオーディオ信号６６
のオーディオ再生が、モバイルデバイス１８Ａの決定された位置とは異なる位置に配置さ
れているように見えることが多い、協調的サラウンドサウンドシステム１０の１つまたは
複数の仮想スピーカーから発生しているように見えるように、ソースオーディオデータ３
７からオーディオ信号６６をレンダリングすることができる。
【０１２３】
　[0117]例示すると、オーディオレンダリングエンジン３６は、仮想スピーカーの対応す
る１つまたは複数を支援するモバイルデバイス１８の１つまたは複数からモバイルデバイ
スデータ６０を与えられると、協調的サラウンドサウンドシステム１０の１つまたは複数
の仮想スピーカーのそれぞれ１つにスピーカー領域を割り当てることができる。ソースオ
ーディオデータ３７をレンダリングするとき、オーディオレンダリングエンジン３６は次
いで、レンダリングされたオーディオ信号６６がモバイルデバイス１８のスピーカー２０
によって再生されるときに、レンダリングされたオーディオ信号６６のオーディオ再生が
、モバイルデバイス１８の少なくとも１つの位置とは異なるスピーカー領域の対応する特
定された１つの中の位置の中にあることがやはり多い協調的サラウンドサウンドシステム
１０の仮想スピーカーから発生しているように見えるように、ソースオーディオデータ３
７からオーディオ信号６６をレンダリングすることができる。
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【０１２４】
　[0118]この方式でソースオーディオデータ３７をレンダリングするために、オーディオ
レンダリングエンジン３６は、モバイルデバイス１８Ａを移動するようにユーザに促すの
を避けるために、モバイルデバイス１８の１つ、たとえばモバイルデバイス１８Ａの位置
に基づいてソースオーディオデータ３７をレンダリングするためのオーディオ前処理関数
を構成することができる。オーディオ信号６６の再生が開始した後、再生の前に部屋中に
モバイルデバイス１８を最初に配置するときのような、いくつかの例では、デバイスを移
動するためのユーザプロンプトを避けることは必要であり得るが、ヘッドエンドデバイス
１４は、いくつかの例では、モバイルデバイス１８を移動するようにユーザに促すことが
ある。ヘッドエンドデバイス１４は、スピーカー領域を分析し、１つまたは複数の領域が
領域中に存在するモバイルデバイスまたは他のスピーカーを何ら有さないと判定すること
によって、モバイルデバイス１８の１つまたは複数が移動される必要があると判定するこ
とができる。
【０１２５】
　[0119]ヘッドエンドデバイス１４は次いで、任意のスピーカー領域が２つ以上のスピー
カーを有するかどうかを判定し、更新されたモバイルデバイスデータ６４に基づいて、こ
れらの２つ以上のスピーカーのいずれが、このスピーカー領域内に位置するモバイルデバ
イス１８を有さない空のスピーカー領域に再配置されるべきかを、特定することができる
。ヘッドエンドデバイス１４は、あるスピーカー領域から別のスピーカー領域に２つ以上
のスピーカーの１つまたは複数を再配置することを試みるときに精緻化された電力データ
６２を考慮することができ、２つ以上のスピーカーのうち、精緻化された電力データ６２
によって示されるような、レンダリングされたオーディオ信号６６の全体を再生するのに
少なくとも十分な電力を有するスピーカーを、再配置すると決定する。この電力基準を満
たすスピーカーがない場合、ヘッドエンドデバイス１４は、過負荷のスピーカー領域（こ
れは、その領域に位置する２つ以上のスピーカーを有するスピーカー領域を指し得る）か
ら２つ以上のスピーカーを空のスピーカー領域（これは、モバイルデバイスまたは他のス
ピーカーが存在しないスピーカー領域を指し得る）へ２つ以上のスピーカーことを決定す
ることができる。
【０１２６】
　[0120]モバイルデバイス１８のいずれが空のスピーカー領域に再配置されるべきかとい
うことと、これらのモバイルデバイス１８が配置されるべき位置とを決定すると、制御ユ
ニット３０は、画像生成モジュール１６０を呼び出すことができる。位置モジュール３８
は、再配置されるべきモバイルデバイス１８の意図されるまたは所望の位置と現在の位置
とを、画像生成モジュール１６０に提供することができる。画像生成モジュール１６０は
次いで、画像１７０および／または１７２を生成することができ、これらの画像１７０お
よび／または１７２を、それぞれ、モバイルデバイス１８Ａおよびソースオーディオデバ
イス１２に送信する。モバイルデバイス１８Ａは次いで、ディスプレイデバイス１６４を
介して画像１７０を提示することができ、一方、ソースオーディオデバイス１２は、ディ
スプレイデバイス１６４を介して画像１７２を提示することができる。画像生成モジュー
ル１６０は、位置モジュール３８からモバイルデバイス１８の現在の位置に対する更新を
受信し、この更新された現在の位置を表示する画像１７０と１７２とを生成し続けること
ができる。この意味で、画像生成モジュール１６０は、ヘッドエンドユニット１４に対す
るモバイルデバイス１８の現在の動きと、意図される位置とを反映する、画像１７０およ
び／または１７２を動的に生成することができる。意図される位置に配置されると、画像
生成モジュール１６０は、意図される位置または所望の位置にモバイルデバイス１８が配
置されたことを示す、画像１７０および／または１７２を生成することができ、これによ
って、協調的サラウンドサウンドシステム１０の構成を容易にする。画像１７０および１
７２は、図６Ａ～図６Ｃおよび図７Ａ～図７Ｃに関して以下でより詳細に説明される。
【０１２７】
　[0121]加えて、オーディオレンダリングエンジン３６は、モバイルデバイスデータ６０
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の他の態様に基づいて、ソースオーディオデータ３７からオーディオ信号６６をレンダリ
ングすることができる。たとえば、オーディオレンダリングエンジン３６は、１つまたは
複数のスピーカー特性に基づいて（たとえばモバイルデバイス１８Ａのスピーカー２０Ａ
の周波数範囲に、または、別の例としてモバイルデバイス１８Ａのスピーカー２０Ａの最
大音量に適合するように）、ソースオーディオデータ３７をレンダリングするための、オ
ーディオ前処理関数を構成することができる。オーディオレンダリングエンジン３６は次
いで、ソースオーディオデータ３７の少なくとも一部分に対して、構成されたオーディオ
前処理関数を適用して、モバイルデバイス１８Ａのスピーカー２０Ａによるレンダリング
されたオーディオ信号６６の再生を制御することができる。
【０１２８】
　[0122]オーディオレンダリングエンジン３６は次いで、レンダリングされたオーディオ
信号６６またはその一部分をモバイルデバイス１８Ａに送り、または別様に送信すること
ができる。オーディオレンダリングエンジン３６は、モバイルデバイス１８の１つまたは
複数を、仮想スピーカー構成を介して、マルチチャンネルソースオーディオデータ３７の
各チャンネルに割り当てることができる。すなわち、モバイルデバイス１８の各々は、協
調的サラウンドサウンドシステム１０の異なる仮想スピーカーに割り当てられる。各仮想
スピーカーは次いで、スピーカー領域に割り当てられ、スピーカー領域は、マルチチャン
ネルソースオーディオデータ３７の１つまたは複数のチャンネルを支援することができる
。したがって、レンダリングされたオーディオ信号６６を送信するとき、オーディオレン
ダリングエンジン３６は、レンダリングされたオーディオ信号６６のマッピングされたチ
ャンネルを、協調的サラウンドサウンドシステム１０の対応する１つまたは複数の仮想ス
ピーカーとして構成されたモバイルデバイス１８の対応する１つまたは複数に送信するこ
とができる。
【０１２９】
　[0123]図６Ａ～図６Ｃおよび図７Ａ～図７Ｃに関して以下で説明された技法の議論の全
体で、チャンネルに対する言及は次のようであり得る。すなわち、レフトチャンネルは「
Ｌ」と示されることがあり、ライトチャンネルは「Ｒ」と示されることがあり、センター
チャンネルは「Ｃ」と示されることがあり、リアレフトチャンネルは「サラウンドレフト
チャンネル」と呼ばれることがあり、かつ「ＳＬ」と示されることがあり、リアライトチ
ャンネルは「サラウンドライトチャンネル」と呼ばれることがあり、かつ「ＳＲ」と示さ
れることがある。やはり、良好なサラウンドサウンド体験を提供する際にサブウーファー
の位置は他の５つのチャンネルの位置ほどは重要ではないので、サブウーファーチャンネ
ルは図１には示されない。
【０１３０】
　[0124]図６Ａ～図６Ｃは、本開示で説明される技法の様々な態様による、モバイルデバ
イス１８Ａによって表示されるような図５の例示的な画像１７０Ａ～１７０Ｃをより詳細
に示す図である。図６Ａは、矢印１７３Ａを含む第１の画像１７２Ａを示す図である。矢
印１７３Ａは、モバイルデバイス１８Ａを意図される位置または最適な位置に配置するた
めにモバイルデバイス１８Ａが移動されるべき方向を示す。矢印１７３Ａの長さは、モバ
イルデバイス１８Ａの現在の位置が意図される位置からどの程度離れているかを概略的に
示し得る。
【０１３１】
　[0125]図６Ｂは、第２の矢印１７３Ｂを含む第２の画像１７０Ｂを示す図である。矢印
１７３Ｂは、矢印１７３Ａのように、モバイルデバイス１８Ａを意図される位置または最
適な位置に配置するためにモバイルデバイス１８Ａが移動されるべき方向を示し得る。矢
印１７３Ｂは、より長さが短いという点で矢印１７３Ａとは異なり、これは、モバイルデ
バイス１８Ａが、画像１７０Ａが提示されたときのモバイルデバイス１８Ａの位置に対し
て意図された位置のより近くに移動したことを示す。この例では、画像生成モジュール１
６０は、位置モジュール３８がモバイルデバイス１８Ａの更新された現在の位置を提供し
たことに応答して、画像１７０Ｂを生成することができる。
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【０１３２】
　[0126]図６Ｃは、第３の画像１７０Ｃを示す図であり、画像１７０Ａ～１７０Ｃは画像
１７０（これは図５の例に示される）と呼ばれ得る。画像１７０Ｃは、モバイルデバイス
１８Ａがサラウンドレフト仮想スピーカーの意図された位置に配置されたことを示す。画
像１７０Ｃは、モバイルデバイス１８Ａがサラウンドレフト仮想スピーカーの意図された
位置に配置されたという指示１７４（「ＳＬ」）を含む。画像１７０Ｃはまた、モバイル
デバイス１８が仮想サラウンドサウンドスピーカーを支援するために意図された位置に適
切に配置されていることをユーザがさらに理解するように、デバイスがサラウンドサウン
ドバックレフトスピーカーとして再配置されたことを示す、テキスト領域１７６を含む。
画像１７０Ｃはさらに、協調的サラウンドサウンドシステム１０のサラウンドサウンドレ
フト仮想スピーカーを支援するために加わるものとしてモバイルデバイス１８Ａに登録す
ることを、ユーザが確認すること（ボタン１７８Ａ）または取り消すこと（ボタン１７８
Ｂ）を可能にする、２つの仮想ボタン１７８Ａと１７８Ｂとを含む。
【０１３３】
　[0127]図７Ａ～図７Ｃは、本開示で説明される技法の様々な態様による、ソースオーデ
ィオデバイス１２によって表示されるような図５の例示的な画像１７２Ａ～１７２Ｃをよ
り詳細に示す図である。図７Ａは、スピーカー領域１９２Ａ～１９２Ｅと、（モバイルデ
バイス１８を表し得る）スピーカー１９４Ａ～１９４Ｅと、意図されたサラウンドサウン
ド仮想スピーカーレフトの指示１９６と、矢印１９８Ａとを含む、第１の画像１７０Ａを
示す図である。スピーカー領域１９２Ａ～１９２Ｅ（「スピーカー領域１９２」）は各々
、５．１サラウンドサウンドフォーマットの異なるスピーカー領域を表し得る。５つのス
ピーカー領域を含むものとして示されるが、本技法は、７．１サラウンドサウンドフォー
マットと出現しつつある３次元サラウンドサウンドフォーマットとに適合するための７つ
のスピーカー領域を含む、スピーカー領域の任意の構成に関して実装され得る。
【０１３４】
　[0128]スピーカー１９４Ａ～１９４Ｅ（「スピーカー１９４」）は、スピーカー１９４
の現在の位置を表すことができ、ここでスピーカー１９４は、図１の例に示されるスピー
カー１６とモバイルデバイス１８とを表し得る。適切に配置されるとき、スピーカー１９
４は、仮想スピーカーの意図された位置を表し得る。スピーカー１９４の１つまたは複数
が仮想スピーカーの１つを支援するために適切に配置されていないことを検出すると、ヘ
ッドエンドデバイス１４は画像１７２Ａを生成することができ、矢印１９８Ａはスピーカ
ー１９４の１つまたは複数が移動されるべきであることを示す。図７Ａの例では、モバイ
ルデバイス１８Ａは、サラウンドライト（ＳＲ）スピーカー領域１９２Ｄの外側に配置さ
れている、サラウンドサウンドレフト（ＳＬ）スピーカー１９４Ｃを表す。したがって、
ヘッドエンドデバイス１４は、ＳＬスピーカー１９４Ｃが意図されたＳＬの位置１９６に
移動されるべきであることを示す矢印１９８Ａとともに画像１７２Ａを生成する。意図さ
れるＳＬの位置１９６は、ＳＬスピーカー１９４Ｃの意図される位置を表し、ここで矢印
１９８Ａは、ＳＬスピーカー１９４Ｃの現在の位置から意図されるＳＬの位置１９６に向
かって指す。ヘッドエンドデバイス１４はまた、モバイルデバイス１８Ａの再配置をさら
に容易にするために、モバイルデバイス１８Ａに表示するための上で説明された画像１７
０Ａを生成することができる。
【０１３５】
　[0129]図７Ｂは、画像１７２Ｂが新たな矢印１９８Ｂを含みＳＬスピーカー１９４Ｃの
現在の位置が左に移動したことを除いて画像１７２Ａと同様である、第２の画像１７２Ｂ
を示す図である。矢印１９８Ｂは、矢印１９８Ａのように、モバイルデバイス１８Ａを意
図される位置に配置するためにモバイルデバイス１８Ａが移動されるべき方向を示し得る
。矢印１９８Ｂは、より長さが短いという点で矢印１９８Ａとは異なり、これは、モバイ
ルデバイス１８Ａが、画像１７２Ａが提示されたときのモバイルデバイス１８Ａの位置に
対して意図された位置のより近くに移動したことを示す。この例では、画像生成モジュー
ル１６０は、位置モジュール３８がモバイルデバイス１８Ａの更新された現在の位置を提
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供したことに応答して、画像１７２Ｂを生成することができる。
【０１３６】
　[0130]図７Ｃは、第３の画像１７２Ｃを示す図であり、画像１７２Ａ～１７２Ｃは画像
１７２（これは図５の例に示される）と呼ばれ得る。画像１７２Ｃは、モバイルデバイス
１８Ａがサラウンドレフト仮想スピーカーの意図された位置に配置されたことを示す。画
像１７０Ｃは、意図された位置の指示１９６を除去し、ＳＬスピーカー１９４Ｃが適切に
配置されたことを示すこと（ＳＬの指示１９６の点線を除去して、実線のＳＬスピーカー
１９４Ｃで置換すること）によって、この適切な配置を示す。画像１７２Ｃは、モバイル
デバイス１８Ａが協調的サラウンドサウンドシステム１０のＳＬ仮想スピーカーを支援す
ることに加わるべきであることを、画像１７０Ｃの確認ボタン１７８Ａを使用してユーザ
が確認したことに応答して、生成され表示され得る。
【０１３７】
　[0131]画像１７０および／または１７２を使用して、協調的サラウンドサウンドシステ
ムのユーザは、協調的サラウンドサウンドシステムのＳＬスピーカーをＳＬスピーカー領
域に移動することができる。ヘッドエンドデバイス１４は、上で説明されたようにこれら
の画像を定期的に更新して、部屋の構成の中でのＳＬスピーカーの移動を反映し、ＳＬス
ピーカーのユーザによる再配置を容易にすることができる。すなわち、ヘッドエンドデバ
イス１４は、上で述べられた音をスピーカーに継続的に放出させ、この音を検出し、画像
の中での他のスピーカーに対するこのスピーカーの位置を更新することができ、ここでこ
の更新される画像が次いで表示される。このようにして、本技法は、より没入感のあるサ
ラウンドサウンド体験のためのより正確なサウンドステージを再現する、より最適なサラ
ウンドサウンドスピーカー構成を潜在的に達成するように、協調的サラウンドサウンドシ
ステムの適応構成を促し得る。
【０１３８】
　[0132]図８Ａ～図８Ｃは、本開示で説明される協調的サラウンドサウンドシステムの技
法の様々な態様を実行する際のヘッドエンドデバイス１４およびモバイルデバイス１８の
例示的な動作を示すフローチャートである。モバイルデバイス１８の特定の１つ、すなわ
ち図５の例ではモバイルデバイス１８Ａに関して以下では説明されるが、本技法は、モバ
イルデバイス１８Ａに関して本明細書で説明されたものと同様の方式で、モバイルデバイ
ス１８Ｂ～１８Ｎによって実行され得る。
【０１３９】
　[0133]最初に、モバイルデバイス１８Ａの制御ユニット４０が、協調的サウンドシステ
ムアプリケーション４２を実行することができる（２１０）。協調的サウンドシステムア
プリケーション４２はまず、ワイヤレスネットワーク上でヘッドエンドデバイス１４の存
在を見つけることを試みることができる（２１２）。協調的サウンドシステムアプリケー
ション４２がネットワーク上でヘッドエンドデバイス１４を見つけることができない場合
（「いいえ」２１４）、モバイルデバイス１８Ａは、ネットワーク上でヘッドエンドデバ
イス１４を見つけることを試み続けることができ、一方でまた、場合によっては、ヘッド
エンドデバイス１４を見つける際にユーザを支援するためのトラブルシューティング情報
を提示する（２１２）。しかしながら、協調的サウンドシステムアプリケーション４２が
ヘッドエンドデバイス１４を見つける場合（「はい」２１４）、協調的サウンドシステム
アプリケーション４２は、セッション２２Ａを確立し、セッション２２Ａを介してヘッド
エンドデバイス１４に登録することができ（２１６）、スピーカー２０Ａを含み協調的サ
ラウンドサウンドシステム１０に加わることが可能なデバイスとしてヘッドエンドデバイ
ス１４がモバイルデバイス１８Ａを特定することを効果的に可能にする。
【０１４０】
　[0134]ヘッドエンドデバイス１４に登録した後で、協調的サウンドシステムアプリケー
ション４２は、データ収集エンジン４６を呼び出すことができ、データ収集エンジン４６
は上で説明された方式でモバイルデバイスデータ６０を収集する（２１８）。データ収集
エンジン４６は次いで、モバイルデバイスデータ６０をヘッドエンドデバイス１４に送信
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することができる（２２０）。ヘッドエンドデバイス１４のデータ取り出しエンジン３２
は、モバイルデバイスデータ６０を受信し（２２１）、このモバイルデバイスデータ６０
がヘッドエンドデバイス１４に対するモバイルデバイス１８Ａの位置を規定する位置デー
タを含むかどうかを判定する（２２２）。ヘッドエンドデバイス１４がモバイルデバイス
１８Ａを正確に位置決定することを可能にするには位置データが不十分である場合（３０
フィートの精度しかないＧＰＳデータなど）、または、位置データがモバイルデバイスデ
ータ６０の中に存在しない場合（「いいえ」２２２）、データ取り出しエンジン３２は、
位置モジュール３８を呼び出すことができ、位置モジュール３８は、協調的サウンドシス
テムアプリケーション４２によって呼び出されるデータ収集エンジン４６の位置モジュー
ル４８とインターフェースをとり、トーン６１をモバイルデバイス１８Ａの位置モジュー
ル４８に送信する（２２４）。モバイルデバイス１８Ａの位置モジュール４８は次いで、
このトーン６１をオーディオ再生モジュール４４に渡し、オーディオ再生モジュール４４
は、スピーカー２０Ａとインターフェースをとってトーン６１を再生する（２２６）。
【０１４１】
　[0135]一方、ヘッドエンドデバイス１４の位置モジュール３８は、トーン６１を送信し
た後で、マイクロフォンとインターフェースをとり、スピーカー２０Ａによるトーン６１
の再生を検出することができる（２２８）。ヘッドエンドデバイス１４の位置モジュール
３８は次いで、トーン６１の検出された再生に基づいて、モバイルデバイス１８Ａの位置
を決定することができる（２３０）。トーン６１を使用してモバイルデバイス１８Ａの位
置を決定した後で、ヘッドエンドデバイス１８のデータ取り出しモジュール３２は、決定
された位置を含めるようにモバイルデバイスデータ６０を更新することができ、これによ
って、更新されたモバイルデバイスデータ６４を生成する（２３１）。
【０１４２】
　[0136]ヘッドエンドデバイス１４は次いで、上で説明された方式でモバイルデバイス１
８の１つまたは複数を再配置するかどうかを判定することができる（図８Ｂ、２３２）。
ヘッドエンドデバイス１４が、一例としてモバイルデバイス１８Ａを再配置することを決
定する場合（「はい」２３２）、ヘッドエンドデバイス１４は、画像生成モジュール１６
０を呼び出して、モバイルデバイス１８Ａのディスプレイデバイス１６４に対する第１の
画像１７０Ａを生成し（２３４）、ヘッドエンドシステム１４に結合されるソースオーデ
ィオデバイス１２のディスプレイデバイス１６６に対する第２の画像１７２Ａを生成する
ことができる（２３６）。画像生成モジュール１６０は次いで、モバイルデバイス１８Ａ
のディスプレイデバイス１６４とインターフェースをとり第１の画像１７０Ａを表示する
ことができ（２３８）、同時にまた、ヘッドエンドシステム１４に結合されるオーディオ
ソースデバイス１２のディスプレイデバイス１６６とインターフェースをとり第２の画像
１７２Ａを表示する（２４０）。ヘッドエンドデバイス１４の位置モジュール３８は、モ
バイルデバイス１８Ａの更新された現在の位置を決定することができ（２４２）、ここで
、位置モジュール３８は、モバイルデバイス１８Ａがモバイルデバイス１８Ａによって支
援されるべき仮想スピーカーの意図される位置（図７Ａ～図７Ｃの例に示されるＳＬ仮想
スピーカーのような）および更新された現在の位置に基づいて、モバイルデバイス１８Ａ
が適切に配置されているかどうかを判定することができる（２４４）。
【０１４３】
　[0137]適切に配置されていない場合（「いいえ」２４４）、ヘッドエンドデバイス１４
は、モバイルデバイス１８Ａによって支援されるべき仮想スピーカーの意図される位置に
対するモバイルデバイス１８Ａの現在の位置を反映する、それぞれのディスプレイ１６４
と１６６とを介した表示のための画像（画像１７０Ｂおよび１７２Ｂのような）を、上で
説明された方式で生成し続けることができる（２３４～２４４）。適切に配置されている
とき（「はい」２４４）、ヘッドエンドデバイス１４は、協調的サラウンドサウンドシス
テム１０の仮想サラウンドサウンドスピーカーの対応する１つを支援するためにモバイル
デバイス１８Ａが加わるであろうという、確認を受信することができる。
【０１４４】
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　[0138]図８Ｂに戻って参照すると、モバイルデバイス１８の１つまたは複数を再配置し
た後で、位置データがモバイルデバイスデータ６０の中に存在すると（または、ヘッドエ
ンドデバイス１４がヘッドエンドデバイス１４に対してモバイルデバイス１８を位置決定
することを可能にするのに十分正確であると）データ取り出しモジュール３２が判定する
場合、または、決定された位置を含めるように更新されたモバイルデバイスデータ６４を
生成した後で、データ取り出しモジュール３２は、ヘッドエンドデバイス１４に登録され
たモバイルデバイス１８の各々からモバイルデバイスデータ６０を取り出すのを終了した
かどうかを判定することができる（２４６）。ヘッドエンドデバイス１４のデータ取り出
しモジュール３２がモバイルデバイス１８の各々からモバイルデバイスデータ６０を取り
出すのを終了していない場合（「いいえ」２４６）、データ取り出しモジュール３２は、
上で説明された方式で（２２１～２４６）、モバイルデバイスデータ６０を取り出すこと
と、更新されたモバイルデバイスデータ６４を生成することとを続ける。しかしながら、
データ取り出しモジュール３２が、モバイルデバイスデータ６０を収集することと更新さ
れたモバイルデバイスデータ６４を生成することとを終了したと判定する場合（「はい」
２４６）、データ取り出しモジュール３２は、更新されたモバイルデバイスデータ６４を
オーディオレンダリングエンジン３６に渡す。
【０１４５】
　[0139]オーディオレンダリングエンジン３６は、この更新されたモバイルデバイスデー
タ６４を受信したことに応答して、ソースオーディオデータ３７を取り出すことができる
（２４８）。オーディオレンダリングエンジン３６は次いで、ソースオーディオデータ３
７をレンダリングするとき、上で説明された方式で、モバイルデバイスデータ６４に基づ
いてソースオーディオデータ３７からオーディオ信号６６をレンダリングすることができ
る（２５０）。いくつかの例では、オーディオレンダリングエンジン３６はまず、マルチ
チャンネルソースオーディオデータ３７の再生に適合するためにスピーカーが配置される
べきである領域を表す、スピーカー領域を決定することができる。たとえば、５．１チャ
ンネルのソースオーディオデータは、フロントレフトチャンネルと、センターチャンネル
と、フロントライトチャンネルと、サラウンドレフトチャンネルと、サラウンドライトチ
ャンネルと、サブウーファーチャンネルとを含む。サブウーファーチャンネルは、低い周
波数が通常はヘッドエンドデバイスに対するサブウーファーの位置とは無関係に十分な効
果を与えることを考慮すると、指向的ではなく、または考慮に値しない。しかしながら、
他の５つのチャンネルは、没入感のあるオーディオ再生のための最良のサウンドステージ
を提供するために、適切に配置される必要があり得る。オーディオレンダリングエンジン
３６は、いくつかの例では、位置モジュール３８とインターフェースをとって部屋の境界
を導き出すことができ、これによって、位置モジュール３８は、壁、人々、家具などの位
置を特定するために、スピーカー１６および／またはスピーカー２０の１つまたは複数に
トーンまたは音を放出させ得る。この部屋または物体の位置情報に基づいて、オーディオ
レンダリングエンジン３６は、フロントレフトスピーカー、センタースピーカー、フロン
トライトスピーカー、サラウンドレフトスピーカー、およびサラウンドライトスピーカー
の各々に対するスピーカー領域を決定することができる。
【０１４６】
　[0140]これらのスピーカー領域に基づいて、オーディオレンダリングエンジン３６は、
協調的サラウンドサウンドシステム１０の仮想スピーカーの位置を決定することができる
。すなわち、オーディオレンダリングエンジン３６は、部屋または物体の位置情報に対し
て最適または準最適な位置にあることが多いスピーカー領域の各々の中に仮想スピーカー
を配置することができる。オーディオレンダリングエンジン３６は次いで、モバイルデバ
イスデータ１８に基づいて、モバイルデバイス１８を各仮想スピーカーに割り当てること
ができる。
【０１４７】
　[0141]たとえば、オーディオレンダリングエンジン３６はまず、更新されたモバイルデ
バイスデータ６０において規定されるモバイルデバイス１８の各々の位置を考慮すること
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ができ、それらのデバイスを、モバイルデバイス１８の決定された位置に最も近い仮想位
置を有する仮想スピーカーに割り当てる。オーディオレンダリングエンジン３６は、モバ
イルデバイス１８の２つ以上を仮想スピーカーに割り当てるべきかどうかを、現在割り当
てられているモバイルデバイス１８が仮想スピーカーの位置にどの程度近いかに基づいて
、判定することができる。その上、オーディオレンダリングエンジン３６は、２つ以上の
モバイルデバイス１８の１つと関連付けられる精緻化された電力データ６２がソースオー
ディオデータ３７の全体を再生するのには不十分であるとき、モバイルデバイス１８の２
つ以上を同じ仮想スピーカーに割り当てると決定することができる。オーディオレンダリ
ングエンジン３６はまた、スピーカー特性を含むモバイルデバイスデータ６０の他の態様
に基づいて、これらのモバイルデバイス１８を割り当てることができる。
【０１４８】
　[0142]いずれにしても、オーディオレンダリングエンジン３６は次いで、上でより詳細
に説明されたように、ソースオーディオデータ３７からオーディオ信号６６をレンダリン
グするように前処理関数をインスタンス化し、または別様に定義することができる。この
ようにして、オーディオレンダリングエンジン３６は、仮想スピーカーの位置およびモバ
イルデバイスデータ６０に基づいて、ソースオーディオデータ３７をレンダリングするこ
とができる。上で述べられたように、オーディオレンダリングエンジン３６は、このオー
ディオデータを処理するとき、モバイルデバイス１８の各々からのモバイルデバイスデー
タ６０を総体または全体として考え、それでも、別々のオーディオ信号６６またはその一
部をモバイルデバイス１８の各々に送信することができる。したがって、オーディオレン
ダリングエンジン３６は、レンダリングされたオーディオ信号６６をモバイルデバイス１
８に送信する（２５２）。
【０１４９】
　[0143]このレンダリングされたオーディオ信号６６を受信したことに応答して、協調的
サウンドシステムアプリケーション４２は、オーディオ再生モジュール４４とインターフ
ェースをとり、オーディオ再生モジュール４４は次いで、スピーカー２０Ａとインターフ
ェースをとってレンダリングされたオーディオ信号６６を再生する（２５４）。上で述べ
られたように、協調的サウンドシステムアプリケーション４２は、データ収集エンジン４
６を定期的に呼び出して、モバイルデバイスデータ６０のいずれかが変化したか、または
更新されたかどうかを判定することができる（２５６）。モバイルデバイスデータ６０が
変化していない場合（「いいえ」２５６）、モバイルデバイス１８Ａは、レンダリングさ
れたオーディオ信号６６を再生し続ける（２５４）。しかしながら、モバイルデバイスデ
ータ６０が変化した、または更新されている場合（「はい」２５６）、データ収集エンジ
ン４６は、この変更されたモバイルデバイスデータ６０をヘッドエンドデバイス１４のデ
ータ取り出しエンジン３２に送信することができる（２５８）。
【０１５０】
　[0144]データ取り出しエンジン３２は、この変更されたモバイルデバイスデータをオー
ディオレンダリングエンジン３６に渡すことができ、オーディオレンダリングエンジン３
６は、変更されたモバイルデバイスデータ６０に基づいて、仮想スピーカーの構築を介し
て、モバイルデバイス１８Ａが割り当てられているチャンネルを処理するための前処理関
数を修正することができる。上でより詳細に説明されたように、一般的に更新されるまた
は変更されるモバイルデバイスデータ６０は、電力消費の変化により、または、オーディ
オ再生を中断させる音声呼のような別のタスクのためにモバイルデバイス１８Ａが前から
使用されていたことが原因で、変化する。このようにして、オーディオレンダリングエン
ジン３６は、更新されたモバイルデバイスデータ６４に基づいて、ソースオーディオデー
タ３７からオーディオ信号６６をレンダリングすることができる（２６０）。
【０１５１】
　[0145]いくつかの例では、データ取り出しエンジン３２は、データ取り出しモジュール
３２の位置モジュール３８がモバイルデバイス１８Ａの位置の変化を検出し得るという意
味で、モバイルデバイスデータ６０が変化したと判定することができる。言い換えると、
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データ取り出しモジュール３２は、位置モジュール３８を定期的に呼び出して、モバイル
デバイス１８の現在の位置を決定することができる（または代替的に、位置モジュール３
８はモバイルデバイス１８の位置を継続的に監視することができる）。位置モジュール３
８は次いで、モバイルデバイス１８の１つまたは複数が移動されたかどうかを判定するこ
とができ、これによって、オーディオレンダリングエンジン３６が、モバイルデバイス１
８の位置の進行中の変化（たとえば、ユーザがテキストメッセージを見るためにモバイル
デバイスを手に取り、次いでモバイルデバイスを異なる位置に置く場合に起こり得るよう
な）に適合するように前処理関数を動的に修正することを可能にする。したがって、本技
法は、モバイルデバイス１８が再生の間に移動または再配置され得るとしても、再生全体
の間、最適な位置の少なくとも近くに仮想スピーカーがとどまることを場合によっては確
実にするために、動的な場面において適用され得る。
【０１５２】
　[0146]図９Ａ～図９Ｃは、本開示で説明される技法に従って形成される協調的サラウン
ドサウンドシステム２７０Ａ～２７０Ｃの様々な構成を示すブロック図である。図９Ａは
、協調的サラウンドサウンドシステム２７０Ａの第１の構成を示すブロック図である。図
９Ａの例で示されるように、協調的サラウンドサウンドシステム２７０Ａは、ソースオー
ディオデバイス２７２と、ヘッドエンドデバイス２７４と、フロントレフトスピーカー２
７６Ａ、フロントライトスピーカー２７６Ｂ（「スピーカー２７６」）と、スピーカー２
８０Ａを含むモバイルデバイス２７８Ａとを含む。デバイスおよび／またはスピーカー２
７２～２７８の各々は、図１、図２、図３Ａ～図３Ｃ、図５、図８Ａ～図８Ｃの例に関し
て上で説明された、デバイスおよび／またはスピーカー１２～１８の対応する１つと同様
であり、または実質的に同様であり得る。
【０１５３】
　[0147]ヘッドエンドデバイス２７４のオーディオレンダリングエンジン３６は、したが
って、精緻化された電力データ６２を含む更新されたモバイルデバイスデータ６４を、上
で説明された方式で受信することができる。オーディオレンダリングエンジン３６は、上
でより詳細に説明された技法の拘束ベクトルに基づく動的振幅パンニングの態様を使用し
て、オーディオ分配を効果的に実行することができる。この理由で、オーディオレンダリ
ングエンジン３６は、オーディオ分配エンジンと呼ばれ得る。オーディオレンダリングエ
ンジン３６は、精緻化された電力データ６２を含む、更新されたモバイルデバイスデータ
６４に基づいて、この拘束ベクトルに基づく動的振幅パンニングを実行することができる
。
【０１５４】
　[0148]図９Ａの例では、単一のモバイルデバイス２７８Ａのみが、協調的サラウンドサ
ウンドシステム２７０Ａの１つまたは複数の仮想スピーカーの支援に加わっていると仮定
される。この例では、協調的サラウンドサウンドシステム２７０Ａに加わっている、モバ
イルデバイス２７８Ａの２つのスピーカー２７６およびスピーカー２８０Ａのみが存在し
、これは通常、５．１サラウンドサウンドフォーマットをレンダリングするには十分では
ないが、ドルビーサラウンドサウンドフォーマットのような、他のサラウンドサウンドフ
ォーマットに対しては十分であり得る。この例では、モバイルデバイス２７８Ａの残りの
電力が３０％しかないことを精緻化された電力データ６２が示すと仮定される。
【０１５５】
　[0149]協調的サラウンドサウンドシステム２７０Ａの仮想スピーカーを支援してスピー
カーに対するオーディオ信号をレンダリングする際、ヘッドエンドデバイス２７４はまず
、モバイルデバイス２７８Ａによって再生されるべきソースオーディオデータ３７の期間
に関連して、この精緻化された電力データ６２を考慮することができる。例示すると、ヘ
ッドエンドデバイス２７４は、ソースオーディオデータ３７の割り当てられた１つまたは
複数のチャンネルを最大音量で再生するとき、精緻化された電力データ６２によって特定
される３０％の電力レベルが、約３０分のソースオーディオデータ３７をモバイルデバイ
ス２７８Ａが再生することを可能にすると判定することができ、ここでこの３０分は、予
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想される電力期間と呼ばれ得る。ヘッドエンドデバイス２７４は次いで、ソースオーディ
オデータ３７が５０分というソースオーディオ期間を有すると判定することができる。こ
のソースオーディオ期間を予想される電力期間と比較して、ヘッドエンドデバイス２７４
のオーディオレンダリングエンジン３６は、拘束ベクトルに基づく動的振幅パンニングを
使用してソースオーディオデータ３７をレンダリングして、モバイルデバイス２７８Ａに
よる再生のためのオーディオ信号を生成することができ、このことは、ソースオーディオ
期間を超え得るように、予想される電力期間を伸ばす。一例として、オーディオレンダリ
ングエンジン３６は、６ｄＢだけ音量を下げることによって、予想される電力期間が約６
０分に伸びると判定することができる。結果として、オーディオレンダリングエンジン３
６は、音量に関して６ｄＢ低くなるように調整された、モバイルデバイス２７８Ａに対す
るオーディオ信号６６をレンダリングするように、前処理関数を定義することができる。
【０１５６】
　[0150]オーディオレンダリングエンジン３６は、モバイルデバイス２７８Ａの予想され
る電力期間を定期的または継続的に監視することができ、モバイルデバイス２７８Ａがソ
ースオーディオデータ３７の全体を再生できる状態となることを可能にするように、前処
理関数を更新または再定義する。いくつかの例では、モバイルデバイス２７８Ａのユーザ
は、電力レベルに関する上限または他の尺度を規定する、選好を定義することができる。
すなわち、ユーザは、モバイルデバイス２７８Ａとインターフェースをとり、一例として
、ソースオーディオデータ３７の再生が完了した後で、モバイルデバイス２７８Ａに少な
くとも特定の量の、たとえば５０％の電力が残っていることを要求することができる。ユ
ーザは、ソースオーディオデータ３７の再生の後で、モバイルデバイス２７８Ａを充電す
る必要なく、モバイルデバイス２７８Ａが他の目的（たとえば、緊急の目的、通話、電子
メール、テキストメッセージング、ＧＰＳを使用した位置案内など）で利用され得るよう
に、そのような電力の選好を設定することを望み得る。
【０１５７】
　[0151]図９Ｂは、各々がスピーカー（それぞれ、スピーカー２８０Ａおよび２８０Ｂ）
を含む２つのモバイルデバイス２７８Ａ、２７８Ｂを、協調的サラウンドサウンドシステ
ム２７０Ｂが含むことを除き、図９Ａの例に示される協調的サラウンドサウンドシステム
２７０Ａと実質的に同様の協調的サラウンドサウンドシステム２７０Ｂの別の構成を示す
ブロック図である。図９Ｂの例では、ヘッドエンドデバイス２７４のオーディオレンダリ
ングエンジン３６は、モバイルデバイス２７８Ａには２０％のバッテリー電力しか残って
いないがモバイルデバイス２７８Ｂには１００％のバッテリー電力が残っていることを示
す、精緻化された電力データ６２を受信したと仮定される。上で説明されたように、オー
ディオレンダリングエンジン３６は、モバイルデバイス２７８Ａの予想される電力期間を
、ソースオーディオデータ３７に対して決定されたソースオーディオ期間と比較すること
ができる。
【０１５８】
　[0152]予想される電力期間がソースオーディオ期間より短い場合、オーディオレンダリ
ングエンジン３６は次いで、モバイルデバイス２７８Ａがレンダリングされたオーディオ
信号６６の全体を再生することを可能にする方式で、ソースオーディオデータ３７からオ
ーディオ信号６６をレンダリングすることができる。図９Ｂの例では、オーディオレンダ
リングエンジン３６は、ソースオーディオデータ３７のサラウンドサウンドレフトチャン
ネルの１つまたは複数の態様をソースオーディオデータ３７のレンダリングされたフロン
トレフトチャンネルとクロスミックスするように、このサラウンドサウンドレフトチャン
ネルをレンダリングすることができる。いくつかの例では、オーディオレンダリングエン
ジン３６は、サラウンドサウンドレフトチャンネルのより低い周波数のいくつかの部分を
フロントレフトチャンネルとクロスミックスする前処理関数を定義することができ、この
ことは、モバイルデバイス２７８Ａが高周波成分に対するツイーターとして動作すること
を効果的に可能にし得る。いくつかの例では、オーディオレンダリングエンジン３６は、
図９Ａの例に関して上で説明された方式で、このサラウンドサウンドレフトチャンネルと
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フロントレフトチャンネルをクロスミックスし、音量を下げて、サラウンドサウンドレフ
トチャンネルに対応するオーディオ信号６６を再生する間のモバイルデバイス２７８Ａに
よる電力消費をさらに減らすことができる。この点で、オーディオレンダリングエンジン
３６は、ソースオーディオデータ３７の１つまたは複数のチャンネルに対応するオーディ
オ信号６６を再生する間のモバイルデバイス２７８Ａによる電力消費を減らそうとして、
同じチャンネルを処理するために１つまたは複数の異なる前処理関数を適用することがで
きる。
【０１５９】
　[0153]図９Ｃは、各々がスピーカー（それぞれ、スピーカー２８０Ａ～２８０Ｃ）を含
む３つのモバイルデバイス２７８Ａ～２７８Ｃを、協調的サラウンドサウンドシステム２
７０Ｃが含むことを除き、図９Ａの例に示される協調的サラウンドサウンドシステム２７
０Ａおよび図９Ｂの例に示される協調的サラウンドサウンドシステム２７０Ｂと実質的に
同様の協調的サラウンドサウンドシステム２７０Ｃの別の構成を示すブロック図である。
図９Ｃの例では、ヘッドエンドデバイス２７４のオーディオレンダリングエンジン３６は
、モバイルデバイス２７８Ａには９０％のバッテリー電力が残っているがモバイルデバイ
ス２７８Ｂには２０％のバッテリー電力が残っておりモバイルデバイス２７８Ｃには１０
０％のバッテリー電力が残っていることを示す、精緻化された電力データ６２を受信した
と仮定される。上で説明されたように、オーディオレンダリングエンジン３６は、モバイ
ルデバイス２７８Ｂの予想される電力期間を、ソースオーディオデータ３７に対して決定
されたソースオーディオ期間と比較することができる。
【０１６０】
　[0154]予想される電力期間がソースオーディオ期間より短い場合、オーディオレンダリ
ングエンジン３６は次いで、モバイルデバイス２７８Ｂがレンダリングされたオーディオ
信号６６の全体を再生することを可能にする方式で、ソースオーディオデータ３７からオ
ーディオ信号６６をレンダリングすることができる。図９Ｃの例では、オーディオレンダ
リングエンジン３６は、ソースオーディオデータ３７のサラウンドサウンドセンターチャ
ンネルの１つまたは複数の態様を（モバイルデバイス２７８Ａと関連付けられる）サラウ
ンドサウンドレフトチャンネルおよび（モバイルデバイス２７８Ｃと関連付けられる）ソ
ースオーディオデータ３７のサラウンドサウンドライトチャンネルとクロスミックスする
ように、このサラウンドサウンドセンターチャンネルに対応するオーディオ信号６６をレ
ンダリングすることができる。５．１サラウンドサウンドフォーマットのようないくつか
のサラウンドサウンドフォーマットでは、このサラウンドサウンドセンターチャンネルは
存在しないことがあり、この場合、ヘッドエンドデバイス２７４は、サラウンドサウンド
レフト仮想スピーカーとサラウンドサウンドライト仮想スピーカーの一方または両方の支
援を助けるものとして、モバイルデバイス２７８Ｂを登録することができる。この場合、
ヘッドエンドデバイス２７４のオーディオレンダリングエンジン３６は、上で説明された
技法の拘束ベクトルに基づく振幅パンニングの態様に関して上で説明された方式で、モバ
イルデバイス２７８Ｂに送信されるソースオーディオデータ３７からレンダリングされる
オーディオ信号６６の音量を下げながら、モバイルデバイス２７８Ａと２７８Ｃの一方ま
たは両方に送信されるレンダリングされたオーディオ信号６６の音量を上げることができ
る。
【０１６１】
　[0155]いくつかの例では、オーディオレンダリングエンジン３６は、サラウンドサウン
ドセンターチャンネルと関連付けられるオーディオ信号６６のより低い周波数のいくつか
の部分をサラウンドサウンドレフトチャンネルおよびサラウンドサウンドライトチャンネ
ルに対応するオーディオ信号６６の１つまたは複数とクロスミックスする前処理関数を定
義することができ、このことは、モバイルデバイス２７８Ｂが高周波成分に対するツイー
ターとして動作することを効果的に可能にし得る。いくつかの例では、オーディオレンダ
リングエンジン３６は、図９Ａ、図９Ｂの例に関して上で説明された方式で、このクロス
ミックスを実行しながら音量も下げて、サラウンドサウンドセンターチャンネルに対応す



(43) JP 5882551 B2 2016.3.9

10

20

30

40

50

るオーディオ信号６６を再生する間のモバイルデバイス２７８Ｂによる電力消費をさらに
減らしたことができる。やはり、この点で、オーディオレンダリングエンジン３６は、ソ
ースオーディオデータ３７の割り当てられた１つまたは複数のチャンネルを再生する間の
モバイルデバイス２７８Ｂによる電力消費を減らそうとして、同じチャンネルをレンダリ
ングするために１つまたは複数の異なる前処理関数を適用することができる。
【０１６２】
　[0156]図１０は、本開示で説明される技法の様々な電力適合の態様を実装する際の、図
９Ａ～図９Ｃの例に示されるヘッドエンドデバイス２７４のような、ヘッドエンドデバイ
スの例示的な動作を示すフローチャートである。上でより詳細に説明されたように、ヘッ
ドエンドデバイス２７４のデータ取り出しエンジン３２は、電力消費データを含むモバイ
ルデバイスデータ６０をモバイルデバイス２７８から受信する（２９０）。データ取り出
しモジュール３２は、電力処理モジュール３４を呼び出し、電力処理モジュール３４は、
電力消費データを処理して精緻化された電力データ６２を生成する（２９２）。電力処理
モジュール３４は、この精緻化された電力データ６２をデータ取り出しモジュール３２に
返し、データ取り出しモジュール３２は、この精緻化された電力データ６２を含めるよう
にモバイルデバイスデータ６０を更新し、これによって、更新されたモバイルデバイスデ
ータ６４を生成する。
【０１６３】
　[0157]オーディオレンダリングエンジン３６は、精緻化された電力データ６２を含む、
この更新されたモバイルデバイスデータ６４を受信することができる。オーディオレンダ
リングエンジン３６は次いで、この精緻化された電力データ６２に基づいて、ソースオー
ディオデータ３７からレンダリングされたオーディオ信号６６を再生するときの、モバイ
ルデバイス２７８の予想される電力期間を決定することができる（２９３）。オーディオ
レンダリングエンジン３６はまた、ソースオーディオデータ３７のソースオーディオ期間
を決定することができる（２９４）。オーディオレンダリングエンジン３６は次いで、予
想される電力期間がモバイルデバイス２７８の任意の１つに対するソースオーディオ期間
を超えるかどうかを判定することができる（２９６）。予想される電力期間のすべてがソ
ースオーディオ期間を超える場合（「はい」２９８）、ヘッドエンドデバイス２７４は、
モバイルデバイス２７８の他の態様に適合するようにソースオーディオデータ３７からの
オーディオ信号６６をレンダリングし、次いで、レンダリングされたオーディオ信号６６
を再生のためにモバイルデバイス２７８に送信することができる（３０２）。
【０１６４】
　[0158]しかしながら、予想される電力期間の少なくとも１つがソースオーディオ期間を
超えない場合（「いいえ」２９８）、オーディオレンダリングエンジン３６は、対応する
１つまたは複数のモバイルデバイス２７８での電力需要を減らすように、上で説明された
方式でソースオーディオデータ３７からオーディオ信号６６をレンダリングすることがで
きる（３００）。ヘッドエンドデバイス２７４は次いで、レンダリングされたオーディオ
信号６６をモバイルデバイス１８に送信することができる（３０２）。
【０１６５】
　[0159]本技法のこれらの態様をより詳細に例示するために、映画を見る例と、そのよう
なシステムが各デバイスの電力使用量の知識をどのように利用し得るかに関するいくつか
の小さな使用事例とを考える。前に言及されたように、モバイルデバイスは、電話、タブ
レット、固定された家電機器、コンピュータなどの様々な形態をとり得る。中心デバイス
はまた、それは、スマートＴＶ、受信機、または、強力な計算能力を有する別のモバイル
デバイスであってよい。
【０１６６】
　[0160]上で説明された技法の電力最適化の態様は、オーディオ信号の分配に関して説明
される。それでも、これらの技法は、モバイルデバイスのスクリーンとカメラフラッシュ
の駆動装置とをメディア再生の拡張として使用することへと拡張され得る。この例では、
ヘッドエンドデバイスは、メディアソースから学習し、照明増強の可能性について分析す
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ることができる。たとえば、夜の雷雨の場面を伴う映画において、一部の雷鳴は周辺への
閃光を伴ってよく、これによって、視覚体験が向上してより没入感のあるものになる可能
性がある。教会の中で見ている人の周りにろうそくを伴うシーンのある映画では、拡張さ
れたろうそくの光源が、見ている人の周りのモバイルデバイスのスクリーンにレンダリン
グされ得る。この視覚的分野において、協調的システムのための電力分析および管理は、
上で説明されたオーディオの状況と同様であり得る。
【０１６７】
　[0161]図１１～図１３は、様々な次数または副次数の球面調和ベースの関数を示す図で
ある。これらの基本関数は係数と関連付けられてよく、これらの係数は、離散コサイン変
換（ＤＣＴ）の係数が信号を表すために使用され得る方法と同様の方式で、２次元または
３次元の音場を表すために使用され得る。本開示で説明される技法は、球面調和係数、ま
たは音場を表すために利用され得る任意の他のタイプの階層的要素に関して、実行され得
る。以下では、音場を表すために使用され高次アンビソニックスオーディオデータを形成
する、球面調和係数の展開を説明する。
【０１６８】
　[0162]音場の展開は、今日の娯楽のための多くの出力フォーマットを利用可能にしてき
た。そのようなサラウンドサウンドフォーマットの例は、一般的な５．１フォーマット（
これは、フロントレフト（ＦＬ）と、フロントライト（ＦＲ）と、センターまたはフロン
トセンターと、バックレフトまたはサラウンドレフトと、バックライトまたはサラウンド
ライトと、低周波効果（ＬＦＥ）という、６つのチャンネルを含む）、発展中の７．１フ
ォーマット、および今後来る２２．２フォーマット（たとえば、超高精細テレビ規格で使
用するための）を含む。空間オーディオフォーマットの別の例は、球面調和係数（高次ア
ンビソニックスとしても知られている）である。
【０１６９】
　[0163]将来標準化されるオーディオエンコーダ（ＰＣＭオーディオ表現をビットストリ
ームに変換するデバイス－時間サンプル当たりに必要とされるビットの数を保存する）へ
の入力は、任意選択で、（ｉ）事前に規定された位置にあるラウドスピーカーを通じて再
生されることが意図される、従来のチャンネルに基づくオーディオ、（ｉｉ）（情報の中
でもとりわけ）位置座標を含む関連付けられるメタデータを伴う単一のオーディオオブジ
ェクトに対する離散的なパルス符号変調（ＰＣＭ）データを伴う、オブジェクトに基づく
オーディオ、および（ｉｉｉ）球面調和係数（ＳＨＣ）を使用して音場を表すことを伴う
、シーンに基づくオーディオという、３つの可能なフォーマットの１つであってよく、上
記の球面調和係数は、球面調和ベースの関数の線形加算の「重み」を表す。この文脈では
、ＳＨＣは、高次アンビソニックス信号としても知られている。
【０１７０】
　[0164]市場には様々な「サラウンドサウンド」フォーマットがある。それらは、たとえ
ば、５．１ホームシアターシステム（これは、ステレオを超えたリビングルームへと進出
という点で成功している）から、ＮＨＫ（日本放送協会（Ｎｉｐｐｏｎ　Ｈｏｓｏ　Ｋｙ
ｏｋａｉ）または日本放送協会（Ｊａｐａｎ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ））によって開発された２２．２システムにまでわたる。コンテンツ作成者（
たとえば、ハリウッドスタジオ）は、一度に映画のサウンドトラックを作成することを望
み、各々のスピーカー構成のためにサウンドトラックをリミックスする努力を行うことを
望まない。最近では、標準化委員会が、標準化されたビットストリームへの符号化と、ス
ピーカーの幾何学的配置およびレンダラの位置における音響条件に適合可能でありそれら
に依存しない後続の復号とを提供するための方法を考えている。
【０１７１】
　[0165]コンテンツ作成者に対するそのような柔軟性を提供するために、階層的な要素の
セットが音場を表すために使用され得る。階層的な要素のセットは、モデル化された音場
の完全な表現をより低次の要素の基本セットが提供するように要素が順序付けられる、要
素のセットを指し得る。このセットはより高次の要素を含むように拡張されるので、表現
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はより詳細なものになる。
【０１７２】
　[0166]階層的な要素のセットの一例は、球面調和係数（ＳＨＣ）のセットである。次の
式は、ＳＨＣを使用した音場の記述または表現を示す。
【数１５】

【０１７３】
この式は、任意の点｛ｒr，θr，φr｝（これは、この例において音場を取り込むマイク
ロフォンに対する球面座標で表される）における音場の圧力ｐ1がＳＨＣ
【数１６】

【０１７４】
によって一意に表され得ることを示す。ここで、
【数１７】

【０１７５】
であり、ｃは音速（～３４３ｍ／ｓ）であり、｛ｒr，θr，φr｝は基準の点（または観
測点）であり、
【数１８】

【０１７６】
はｎ次の球ベッセル関数であり、
【数１９】

【０１７７】
は次数ｎかつ副次数ｍの球面調和ベースの関数である。角括弧の中の項は、離散フーリエ
変換（ＤＦＴ）、離散コサイン変換（ＤＣＴ）、またはウェーブレット変換のような様々
な時間－周波数変換によって近似され得る、信号の周波数領域の表現（すなわち、Ｓ（ω
，ｒr，θr，φr））であることが認識され得る。階層的なセットの他の例は、ウェーブ
レット変換の係数のセットと、多分解能ベースの関数の係数の他のセットとを含む。
【０１７８】
　[0167]図１１は、０次の球面調和ベースの関数４１０と、１次の球面調和ベースの関数
４１２Ａ～４１２Ｃと、２次の球面調和ベースの関数４１４Ａ～４１４Ｅとを示す図であ
る。次数は、行４１６Ａ～４１６Ｃとして示される、表の行によって特定され、行４１６
Ａは０次を指し、行４１６Ｂは１次を指し、行４１６Ｃは２次を指す。副次数は、列４１
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８Ａ～４１８Ｅとして示される表の列によって特定され、列４１８Ａは０次の副次数を指
し、列４１８Ｂは１次の副次数を指し、列４１８Ｃは－１次の副次数を指し、列４１８Ｄ
は２次の副次数を指し、列４１８Ｅは－２次の副次数を指す。０次の球面調和ベースの関
数４１０に対応するＳＨＣは、音場のエネルギーを規定するものと考えられ得るが、残り
のより高次の球面調和ベースの関数（たとえば、球面調和ベースの関数４１２Ａ～４１２
Ｃおよび４１４Ａ～４１４Ｅ）に対応するＳＨＣは、そのエネルギーの方向を規定し得る
。
【０１７９】
　[0168]図２は、０次（ｎ＝０）から４次（ｎ＝４）までの球面調和ベースの関数を示す
図である。見られ得るように、各次数に対して、示されてはいるが図示を簡単にするため
に図２の例では明示的に述べられていない副次数ｍという拡張がある。
【０１８０】
　[0169]図３は、０次（ｎ＝０）から４次（ｎ＝４）までの球面調和ベースの関数を示す
別の図である。図３では、球面調和ベースの関数は、示される次数と副次数の両方を伴う
３次元座標空間において示される。
【０１８１】
　[0170]いずれにしても、ＳＨＣ
【数２０】

【０１８２】
は、様々なマイクロフォンアレイ構成によって物理的に取得（たとえば、記録）されるこ
とが可能であり、または代替的に、音場のチャンネルベースの記述またはオブジェクトベ
ースの記述から導出されることが可能である。ＳＨＣは、シーンに基づくオーディオを表
す。たとえば、４次のＳＨＣの表現は、時間サンプルごとに（１＋４）2＝２５個の係数
を伴う。
【０１８３】
　[0171]これらのＳＨＣがどのようにオブジェクトベースの記述から導出され得るかを例
示するために、次の式を考える。個々のオーディオオブジェクトに対応する音場に対する
係数
【数２１】

【０１８４】
は、
【数２２】

【０１８５】
のように表現されることが可能であり、ここでｉは
【数２３】
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であり、
【数２４】

【０１８７】
はｎ次の（第２の種類の）球ハンケル関数であり、｛ｒs，θs、φs｝はオブジェクトの
位置である。周波数の関数として（たとえば、ＰＣＭストリームに対して高速フーリエ変
換を実行するなど、時間－周波数分析技法を使用して）ソースエネルギーｇ（ω）を知る
ことで、各ＰＣＭオブジェクトとその位置とをＳＨＣ
【数２５】

【０１８８】
に変換することが可能になる。さらに、各オブジェクトに対する
【数２６】

【０１８９】
係数は付加的であることが（上式は線形であり直交方向の分解であるので）示され得る。
このようにして、多数のＰＣＭオブジェクトが
【数２７】

【０１９０】
係数によって（たとえば、個々のオブジェクトに対する係数ベクトルの和として）表され
得る。基本的に、これらの係数は、音場についての情報（３Ｄ座標の関数としての圧力）
を含み、上式は、観測点｛ｒr，θr，φr｝の近傍における、音場全体の表現への個々の
オブジェクトからの変換を表す。
【０１９１】
　[0172]ＳＨＣはまた、マイクロフォンアレイの記録から次のように導出され得る。
【数２８】

【０１９２】
ただし、
【数２９】

【０１９３】
は
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【数３０】

【０１９４】
（ＳＨＣ）の時間領域の等価物であり、＊は畳み込み演算を表し、＜，＞は内積を表し、
ｂn（ｒi，ｔ）はｒiに依存する時間領域のフィルタ関数を表し、ｍi（ｔ）はｉ番目のマ
イクロフォンの信号であり、ｉ番目のマイクロフォントランスデューサは、半径ｒi、仰
角θi、および方位角φiに位置する。したがって、マイクロフォンアレイの中に３２個の
トランスデューサがあり、各マイクロフォンが、ｒi＝ａが定数となるように球面上に配
置される（ｍｈＡｃｏｕｓｔｉｃｓのＥｉｇｅｎｍｉｋｅ　ＥＭ３２デバイス上のマイク
ロフォンのように）場合、２５個のＳＨＣが、行列演算を使用して次のように導出され得
る。

【数３１】

【０１９５】
　［１］上式の行列は、より一般的にはＥｓ（θ，φ）と呼ばれることがあり、下付き文
字ｓは、その行列があるトランスデューサの幾何学的配置のセットｓのためのものである
ことを示し得る。上の式の畳み込み（＊によって示される）は、行対行ベースであるので
、たとえば、出力

【数３２】

【０１９６】
は、Ｅｓ（θ，φ）行列の第１の行とマイクロフォン信号の列（これは時間の関数として
変化し、ベクトル乗算の結果が時系列であるという事実の原因である）とのベクトル乗算
から得られる時系列と、ｂ0（ａ，ｔ）との畳み込みの結果である。
【０１９７】
　[0173]本開示で説明される技法は、これらの球面調和係数に関して実施され得る。例示
すると、図２の例に示されるヘッドエンドデバイス１４のオーディオレンダリングエンジ
ン３６は、これらのＳＨＣを規定し得るソースオーディオデータ３７からオーディオ信号
６６をレンダリングすることができる。オーディオレンダリングエンジン３６は、ＳＨＣ
がオブジェクトベースのオーディオデータまたはチャンネルベースのオーディオデータよ
りも完全に、かつ／または正確に音場を記述し得る場合に、再生のときにより完全に、か
つ／または正確に音場を再現できる様々なオーディオ信号６６をレンダリングするように
音場を再現するように、様々な変換を実施することができ、この音場がスピーカー１６お
よび／またはスピーカー２０の位置の原因となる可能性がある。その上、音場がＳＨＣを
使用してより正確に、かつより完全に表されることが多いとすると、オーディオレンダリ
ングエンジン３６は、スピーカー１６および２０の大半のあらゆる位置に合わされたオー
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ディオ信号６６を生成することができる。ＳＨＣは、大半の任意の標準的なサラウンドサ
ウンドフォーマットまたはマルチチャンネルオーディオフォーマット（上で言及された５
．１、７．１、および２２．２サラウンドサウンドフォーマットを含む）に存在する、ス
ピーカーの位置に対する制約を効果的になくすことができる。
【０１９８】
　[0174]例に応じて、本明細書で説明された方法のうちのいずれかのいくつかの動作また
はイベントは、異なる順序で実行されてよく、互いに付加、統合、または除外されてよい
（たとえば、すべての説明された動作またはイベントが、方法の実施のために必要である
とは限らない）ことを理解されたい。その上、いくつかの例では、動作またはイベントは
、連続的にではなく、たとえば、マルチスレッド処理、割込み処理、または複数のプロセ
ッサを通じて、同時に実行され得る。さらに、本開示のいくつかの態様は、明快にするた
めに単一のモジュールまたはユニットによって実行されるものとして説明されるが、本開
示の技法はビデオコーダと関連付けられるユニットまたはモジュールの組合せによって実
行され得ることを理解されたい。
【０１９９】
　[0175]１つまたは複数の例では、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、フ
ァームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される
場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶
されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され、ハードウェアベースの処理
ユニットによって実行され得る。コンピュータ可読媒体は、たとえば、通信プロトコルに
従って、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を支援する任意の媒体
を含む、データ記憶媒体または通信媒体などの有形媒体に対応するコンピュータ可読記憶
媒体を含み得る。
【０２００】
　[0176]このようにして、コンピュータ可読媒体は、一般に、（１）非一時的である有形
コンピュータ可読記憶媒体、あるいは（２）信号または搬送波などの通信媒体に対応し得
る。データ記憶媒体は、本開示で説明された技法の実装のための命令、コードおよび／ま
たはデータ構造を取り出すために、１つまたは複数のコンピュータあるいは１つまたは複
数のプロセッサによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。コンピュー
タプログラム製品はコンピュータ可読媒体を含み得る。
【０２０１】
　[0177]限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスクストレージ、磁気デ
ィスクストレージ、または他の磁気ストレージデバイス、フラッシュメモリ、あるいは、
命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを記憶するために使用されコンピ
ュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備え得る。また、いかなる接続もコ
ンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、命令が、同軸ケーブル、光ファイバー
ケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、および
マイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモー
トソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、Ｄ
ＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含
まれる。
【０２０２】
　[0178]しかしながら、コンピュータ可読記憶媒体およびデータ記憶媒体は、接続、搬送
波、信号、または他の一時的媒体を含まないが、代わりに非一時的有形記憶媒体を対象と
することを理解されたい。本明細書で使用されるディスク（disk）およびディスク（disc
）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、
光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商
標）ディスク（disk）およびブルーレイ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディスク
（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザーで
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光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである
。
【０２０３】
　[0179]命令は、１つもしくは複数のデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）などの１つもし
くは複数のプロセッサ、汎用マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、
フィールドプログラマブル論理アレイ（ＦＰＧＡ）、または他の等価な集積回路もしくは
ディスクリート論理回路によって実行され得る。したがって、本明細書で使用される「プ
ロセッサ」という用語は、前述の構造、または本明細書で説明された技法の実施に適した
任意の他の構造のいずれかを指し得る。さらに、いくつかの態様では、本明細書で説明さ
れた機能は、符号化および復号のために構成された専用のハードウェアおよび／もしくは
ソフトウェアモジュール内で提供され、または複合コーデックに組み込まれ得る。また、
本技法は、１つまたは複数の回路または論理要素中で完全に実装され得る。
【０２０４】
　[0180]本開示の技法は、ワイヤレスハンドセット、集積回路（ＩＣ）、またはＩＣのセ
ット（たとえば、チップセット）を含む、多種多様なデバイスまたは装置において実装さ
れ得る。本開示では、開示される技法を実行するように構成されたデバイスの機能的態様
を強調するために、様々なコンポーネント、モジュール、またはユニットが説明されたが
、それらのコンポーネント、モジュール、またはユニットは、必ずしも異なるハードウェ
アユニットによる実現を必要としない。むしろ、上で説明されたように、様々なユニット
が、好適なソフトウェアおよび／またはファームウェアとともに、上記の１つまたは複数
のプロセッサを含めて、コーデックハードウェアユニットにおいて組み合わせられるか、
または相互動作ハードウェアユニットの集合によって与えられ得る。
【０２０５】
　[0181]本技法の様々な実施形態が説明された。これらおよび他の実施形態は、以下の特
許請求の範囲内に入る。
　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。
　　［Ｃ１］　協調的サラウンドサウンドシステムの複数のスピーカーのうちの１つのス
ピーカーとして前記協調的サラウンドサウンドシステムに加わるモバイルデバイスの位置
を決定することと、
　前記協調的サラウンドサウンドシステムの前記複数の他のスピーカーに対する前記協調
的サラウンドサウンドシステムに加わる前記モバイルデバイスの前記位置を示す画像を生
成することとを備える、方法。
　　［Ｃ２］　前記モバイルデバイスの前記決定された位置に基づいて、前記協調的サラ
ウンドサウンドシステムの前記複数のスピーカーの各々が配置されるべきスピーカー領域
を特定することをさらに備え、
　前記画像を生成することが、前記協調的サラウンドサウンドシステムのユーザが前記ス
ピーカー領域の適切な１つの中で前記協調的サラウンドサウンドシステムに加わる前記モ
バイルデバイスを再配置することを可能にするために、前記協調的サラウンドサウンドシ
ステムの前記複数の他のスピーカーに対する前記協調的サラウンドサウンドシステムに加
わる前記モバイルデバイスの前記位置に加えて、前記スピーカー領域を示すために、前記
画像を生成することを備える、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ３］　前記モバイルデバイスの移動に基づいて前記画像を更新することをさらに
備える、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ４］　前記モバイルデバイスの前記位置を決定することが、
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスにある周波数
のトーンを放出させることと、
　前記モバイルデバイスによって放出された前記トーンに基づいて、前記モバイルデバイ
スの前記位置を決定することとを備える、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ５］　前記モバイルデバイスの前記位置に基づいて、前記モバイルデバイスがオ
ーディオソースからレンダリングされたオーディオ信号を再生するための規定された位置
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にないと判定することをさらに備え、
　前記モバイルデバイスの前記位置を示す前記画像を生成することが、前記オーディオソ
ースからレンダリングされた前記オーディオ信号を再生するための前記規定された位置に
対する前記モバイルデバイスの前記位置と、前記モバイルデバイスを前記規定された位置
の中へ再配置するための指示とを示すために、前記画像を生成することを備える、Ｃ１に
記載の方法。
　　［Ｃ６］　テレビを介して前記画像を表示することをさらに備える、Ｃ５に記載の方
法。
　　［Ｃ７］　前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイス
に含まれるディスプレイを介して、前記モバイルデバイスに前記画像を提示させることを
さらに備える、Ｃ５に記載の方法。
　　［Ｃ８］　前記モバイルデバイスの前記位置に基づいて、前記モバイルデバイスがオ
ーディオソースからレンダリングされたオーディオ信号を再生するための規定された位置
にないと判定することと、
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスを前記規定さ
れた位置の中へ再配置するための指示を前記モバイルデバイスに提示させることとをさら
に備える、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ９］　前記モバイルデバイスとインターフェースをとることが、前記モバイルデ
バイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスが前記規定された位置の中へ再
配置されるように前記モバイルデバイスを移動すべき方向を規定する矢印を前記モバイル
デバイスに提示させることを備える、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１０］　協調的サラウンドサウンドシステムの複数のスピーカーのうちの１つの
スピーカーとして前記協調的サラウンドサウンドシステムに加わるモバイルデバイスの位
置を決定し、前記協調的サラウンドサウンドシステムの前記複数の他のスピーカーに対す
る前記協調的サラウンドサウンドシステムに加わる前記モバイルデバイスの前記位置を示
す画像を生成するように構成されるプロセッサを備える、ヘッドエンドデバイス。
　　［Ｃ１１］　前記プロセッサがさらに、前記モバイルデバイスの前記決定された位置
に基づいて、前記協調的サラウンドサウンドシステムの前記複数のスピーカーの各々が配
置されるべきスピーカー領域を特定するように構成され、
　前記プロセッサがさらに、前記画像を生成するときに、前記協調的サラウンドサウンド
システムのユーザが前記スピーカー領域の適切な１つの中で前記協調的サラウンドサウン
ドシステムに加わる前記モバイルデバイスを再配置することを可能にするために、前記協
調的サラウンドサウンドシステムの前記複数の他のスピーカーに対する前記協調的サラウ
ンドサウンドシステムに加わる前記モバイルデバイスの前記位置に加えて、前記スピーカ
ー領域を示すために、前記画像を生成するように構成される、Ｃ１０に記載のヘッドエン
ドデバイス。
　　［Ｃ１２］　前記プロセッサがさらに、前記モバイルデバイスの移動に基づいて前記
画像を更新するように構成される、Ｃ１０に記載のヘッドエンドデバイス。
　　［Ｃ１３］　前記プロセッサがさらに、前記モバイルデバイスの前記位置を決定する
ときに、前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスにある
周波数のトーンを放出させ、前記モバイルデバイスによって放出された前記トーンに基づ
いて、前記モバイルデバイスの前記位置を決定するように構成される、Ｃ１０に記載のヘ
ッドエンドデバイス。
　　［Ｃ１４］　前記プロセッサがさらに、前記モバイルデバイスの前記位置に基づいて
、前記モバイルデバイスがオーディオソースからレンダリングされたオーディオ信号を再
生するための規定された位置にないと判定するように構成され、
　前記プロセッサがさらに、前記モバイルデバイスの前記位置を示す前記画像を生成する
ときに、前記マルチチャンネルオーディオソースからレンダリングされた前記オーディオ
信号を再生するための前記規定された位置に対する前記モバイルデバイスの前記位置と、
前記モバイルデバイスを前記規定された位置の中へ再配置するための指示とを示すために
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、前記画像を生成するように構成される、Ｃ１０に記載のヘッドエンドデバイス。
　　［Ｃ１５］　前記プロセッサがさらに、テレビを介して前記画像を表示するように構
成される、Ｃ１４に記載のヘッドエンドデバイス。
　　［Ｃ１６］　前記プロセッサがさらに、前記モバイルデバイスとインターフェースを
とり、前記モバイルデバイスに含まれるディスプレイを介して、前記モバイルデバイスに
前記画像を提示させるように構成される、Ｃ１４に記載のヘッドエンドデバイス。
　　［Ｃ１７］　前記プロセッサがさらに、前記モバイルデバイスの前記位置に基づいて
、前記モバイルデバイスがオーディオソースからレンダリングされたオーディオ信号を再
生するための規定された位置にないと判定し、前記モバイルデバイスとインターフェース
をとり、前記モバイルデバイスを前記規定された位置の中へ再配置するための指示を前記
モバイルデバイスに提示させるように構成される、Ｃ１０に記載のヘッドエンドデバイス
。
　　［Ｃ１８］　前記プロセッサがさらに、前記モバイルデバイスとインターフェースを
とるときに、前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスが
前記規定された位置の中へ再配置されるように前記モバイルデバイスを移動すべき方向を
規定する矢印を前記モバイルデバイスに提示させるように構成される、Ｃ１０に記載のヘ
ッドエンドデバイス。
　　［Ｃ１９］　協調的サラウンドサウンドシステムの複数のスピーカーのうちの１つの
スピーカーとして前記協調的サラウンドサウンドシステムに加わるモバイルデバイスの位
置を決定するための手段と、
　前記協調的サラウンドサウンドシステムの前記複数の他のスピーカーに対する前記協調
的サラウンドサウンドシステムに加わる前記モバイルデバイスの前記位置を示す画像を生
成するための手段とを備える、ヘッドエンドデバイス。
　　［Ｃ２０］　前記モバイルデバイスの前記決定された位置に基づいて、前記協調的サ
ラウンドサウンドシステムの前記複数のスピーカーの各々が配置されるべきスピーカー領
域を特定するための手段をさらに備え、
　前記画像を生成するための前記手段が、前記協調的サラウンドサウンドシステムのユー
ザが前記スピーカー領域の適切な１つの中で前記協調的サラウンドサウンドシステムに加
わる前記モバイルデバイスを再配置することを可能にするために、前記協調的サラウンド
サウンドシステムの前記複数の他のスピーカーに対する前記協調的サラウンドサウンドシ
ステムに加わる前記モバイルデバイスの前記位置に加えて、前記スピーカー領域を示すた
めに、前記画像を生成するための手段を備える、Ｃ１９に記載のヘッドエンドデバイス。
　　［Ｃ２１］　前記モバイルデバイスの移動に基づいて前記画像を更新するための手段
をさらに備える、Ｃ１９に記載のヘッドエンドデバイス。
　　［Ｃ２２］　前記モバイルデバイスの前記位置を決定するための前記手段が、
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスにある周波数
のトーンを放出させるための手段と、
　前記モバイルデバイスによって放出された前記トーンに基づいて、前記モバイルデバイ
スの前記位置を決定するための手段とを備える、Ｃ１９に記載のヘッドエンドデバイス。
　　［Ｃ２３］　前記モバイルデバイスの前記位置に基づいて、前記モバイルデバイスが
オーディオソースからレンダリングされたオーディオ信号を再生するための規定された位
置にないと判定するための手段をさらに備え、
　前記モバイルデバイスの前記位置を示す前記画像を生成するための前記手段が、前記オ
ーディオソースからレンダリングされた前記オーディオ信号を再生するための前記規定さ
れた位置に対する前記モバイルデバイスの前記位置と、前記モバイルデバイスを前記規定
された位置の中へ再配置するための指示とを示すために、前記画像を生成するための手段
を備える、Ｃ１９に記載のヘッドエンドデバイス。
　　［Ｃ２４］　テレビを介して前記画像を表示するための手段をさらに備える、Ｃ２３
に記載のヘッドエンドデバイス。
　　［Ｃ２５］　前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイ
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スに含まれるディスプレイを介して、前記モバイルデバイスに前記画像を提示させるため
の手段をさらに備える、Ｃ２３に記載のヘッドエンドデバイス。
　　［Ｃ２６］　前記モバイルデバイスの前記位置に基づいて、前記モバイルデバイスが
オーディオソースからレンダリングされたオーディオ信号を再生するための規定された位
置にないと判定するための手段と、
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスを前記規定さ
れた位置の中へ再配置するための指示を前記モバイルデバイスに提示させるための手段と
をさらに備える、Ｃ１９に記載のヘッドエンドデバイス。
　　［Ｃ２７］　前記モバイルデバイスとインターフェースをとるための前記手段が、前
記モバイルデバイスとインターフェースをとり、前記モバイルデバイスが前記規定された
位置の中へ再配置されるように前記モバイルデバイスを移動すべき方向を規定する矢印を
前記モバイルデバイスに提示させるための手段を備える、Ｃ１９に記載のヘッドエンドデ
バイス。
　　［Ｃ２８］　実行されると、１つまたは複数のプロセッサに、
　協調的サラウンドサウンドシステムの複数のスピーカーのうちの１つのスピーカーとし
て前記協調的サラウンドサウンドシステムに加わるモバイルデバイスの位置を決定させ、
　前記協調的サラウンドサウンドシステムの前記複数の他のスピーカーに対する前記協調
的サラウンドサウンドシステムに加わる前記モバイルデバイスの前記位置を示す画像を生
成させる、命令を記憶した非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ２９］　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記モバイルデバ
イスの前記決定された位置に基づいて、前記協調的サラウンドサウンドシステムの前記複
数のスピーカーの各々が配置されるべきスピーカー領域を特定させる命令をさらに備え、
　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに前記画像を生成させる前記命令が、
実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサにさらに、前記協調的サラウンドサウン
ドシステムのユーザが前記スピーカー領域の適切な１つの中で前記協調的サラウンドサウ
ンドシステムに加わる前記モバイルデバイスを再配置することを可能にするために、前記
協調的サラウンドサウンドシステムの前記複数の他のスピーカーに対する前記協調的サラ
ウンドサウンドシステムに加わる前記モバイルデバイスの前記位置に加えて、前記スピー
カー領域を示すために、前記画像を生成させる命令を備える、Ｃ２８に記載の非一時的コ
ンピュータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３０］　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記モバイルデバ
イスの移動に基づいて前記画像を更新させる命令をさらに備える、Ｃ２８に記載の非一時
的コンピュータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３１］　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに前記モバイルデバイ
スの前記位置を決定させる前記命令が、実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサ
にさらに、
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとらせ、前記モバイルデバイスにある周波
数のトーンを放出させ、
　前記モバイルデバイスによって放出された前記トーンに基づいて、前記モバイルデバイ
スの前記位置を決定させる命令を備える、Ｃ２８に記載の非一時的コンピュータ可読記憶
媒体。
　　［Ｃ３２］　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記モバイルデバ
イスの前記位置に基づいて、前記モバイルデバイスがオーディオソースからレンダリング
されたオーディオ信号を再生するための規定された位置にないと判定させる命令をさらに
備え、
　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに前記モバイルデバイスの前記位置を
示す前記画像を生成させる前記命令が、実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサ
にさらに、前記オーディオソースからレンダリングされた前記オーディオ信号を再生する
ための前記規定された位置に対する前記モバイルデバイスの前記位置と、前記モバイルデ
バイスを前記規定された位置の中へ再配置するための指示とを示すために、前記画像を生
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　　［Ｃ３３］　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに、テレビを介して前
記画像を表示させる命令をさらに備える、Ｃ３２に記載の非一時的コンピュータ可読記憶
媒体。
　　［Ｃ３４］　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記モバイルデバ
イスとインターフェースをとらせ、前記モバイルデバイスに含まれるディスプレイを介し
て、前記モバイルデバイスに前記画像を提示させる命令をさらに備える、Ｃ３２に記載の
非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３５］　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに、
　前記モバイルデバイスの前記位置に基づいて、前記モバイルデバイスがマルチチャンネ
ルオーディオソースからのオーディオ信号を再生するための規定された位置にないと判定
させ、
　前記モバイルデバイスとインターフェースをとらせ、前記モバイルデバイスを前記規定
された位置の中へ再配置するための指示を前記モバイルデバイスに提示させる命令をさら
に備える、Ｃ２８に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３６］　実行されると、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記モバイルデバ
イスとインターフェースをとらせる前記命令が、実行されると、前記１つまたは複数のプ
ロセッサにさらに、前記モバイルデバイスとインターフェースをとらせ、前記モバイルデ
バイスが前記規定された位置の中へ再配置されるように前記モバイルデバイスを移動すべ
き方向を規定する矢印を前記モバイルデバイスに提示させる命令を備える、Ｃ２８に記載
の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
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              特開２００８－２９５０２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００８／０２５３５７５（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００６－０３３０７７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｓ　　１／００－　７／００
              Ｈ０４Ｒ　　３／００－　３／１４
              Ｈ０４Ｒ　　５／００－　５／０４
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