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(57)【要約】
【課題】高調波と適切な振幅との組み合わせによる最適
な低音強調効果を生成すること。
【解決手段】音声信号を変換する方法及び当該方法を採
用するシステムが開示される。本方法は、信号から、阻
止帯域内に入る成分を、例えば１つ又は複数のローパス
フィルタを用いて抽出することにより進行する。その後
、ダウンサンプリングして中間信号を形成し、その後当
該中間信号を繰り返すことにより、抽出された成分から
なる１つ又は複数の高調波からなる１つのセットが生成
される。その後、高調波に、それぞれの重み係数を付加
することによって当該高調波の利得を制御することによ
り、当該高調波のそれぞれに重み付けする。重み付け係
数は、信号を再生するシステムの音響心理学的特性によ
って決定される。その後、重み付けされた高調波を音声
信号（当該音声信号は同期を確実にするために遅延され
ていてもよい）に加算して出力信号を生成する。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声信号強調方法であって、
　ａ．前記音声信号から阻止帯域内に入る成分を抽出し、
　ｂ．ダウンサンプリング及び繰り返しの方法を用いて、前記抽出された成分からなる１
つ又は複数の高調波からなる１つのセットを生成し、
　ｃ．前記各高調波に、それぞれの重み係数を付加することによって当該各高調波の利得
を制御することにより、当該各高調波に重み付けし、
　ｄ．前記重み付けされた高調波を前記音声信号に加算して出力信号を生成する
　音声信号強調方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の音声信号強調方法であって、
　前記各高調波への前記重み付けは、変換された前記信号を再生可能な音声再生システム
による音響心理解析によって決定される
　音声信号強調方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の音声信号強調方法であって、
　前記音響心理解析は、前記音声信号の周波数、ラウドネス及び継続時間の解析を含む
　音声信号強調方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の音声信号強調方法であって、
　前記各高調波は、前記音声信号のダウンサンプリングされた中間信号を形成し、前記高
調波が前記音声信号と等しい継続時間になるように前記中間信号を繰り返すことによって
生成される
　音声信号強調方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の音声信号強調方法であって、
　第ｎ高調波を生成するために、前記中間信号は、前記音声信号のｎ個毎のサンプルを有
し、前記高調波は、前記中間信号のｎ回の繰り返しを有する
　音声信号強調方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の音声信号強調方法であって、
　前記音声信号は前記ステップａ．の前にセグメント化される
　音声信号強調方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の音声信号強調方法であって、
　前記セグメントは、継続時間が等しい
　音声信号強調方法。
【請求項８】
　請求項４に従属する請求項７に記載の音声信号強調方法であって、
　前記中間信号の開始値及び終了値のうちの少なくとも１つは、当該開始値と当該終了値
とが等しい値になるように調整される
　音声信号強調方法。
【請求項９】
　請求項６に記載の音声信号強調方法であって、
　前記各セグメントは、前記音声信号のゼロ交差点によって区切られる
　音声信号強調方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の音声信号強調方法であって、
　前記セグメントは、当該セグメントの開始後に所定の最小時間が経過した後に生じる前
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記音声信号の最初のゼロ交差点で終了する
　音声信号強調方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の音声信号強調方法であって、
　前記ステップａ．において、前記成分は、前記音声信号をローパスフィルタに通過させ
ることによって抽出される
　音声信号強調方法。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の音声信号強調方法であって、
　前記ステップａ．において、前記阻止帯域内の前記成分の複数のセットが抽出され、
　前記ステップｂ．において、前記成分の複数のセットのそれぞれについて、重み付けさ
れた成分のセットが生成される
　音声信号強調方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の音声信号強調方法であって、
　前記成分の各セットについての前記高調波の数及び／又は当該高調波の前記重み付けの
数は等しくない
　音声信号強調方法。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の音声信号強調方法であって、
　前記音声信号は、前記ステップｄ．の前に遅延される
　音声信号強調方法。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の音声信号強調方法であって、
　前記ステップｂ．において、２つ、３つ、４つ又は５つの連続した高調波が生成される
　音声信号強調方法。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか１項に記載の音声信号強調方法であって、
　前記音声信号はデジタル信号であり、前記方法はデジタル領域において実施される
　音声信号強調方法。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の方法によって音声信号を強調する、音声処理装
置。
【請求項１８】
　再生されるべき音声信号が、請求項１７に記載の音声処理装置、アンプ及びスピーカシ
ステムに適用され、当該アンプ及び当該スピーカシステムの音響心理解析により、各高調
波の重み付けが決定される、音声信号を再生するための音声再生システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声デバイスの出力を強調するための方法及びシステムに関する。具体的に
は、本発明は音響心理学的な低音強調のためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サイズ、電力、費用によって課される制限により、パーソナルコンピュータ、ノートブ
ック、携帯デバイス等に用いられるスピーカは、それらの周波数範囲のうちの低周波数部
分での応答が悪く、この結果としてスピーカの低音の再生が不良になることがある。例え
ば、特許文献１において開示されているような音声ビームシステムでは、変調された超音
波信号を非線形復調することにより可聴音が生成され、このようなデバイスによって生成
される、知覚される音声出力は、低周波数での応答が本質的に悪い。
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【０００３】
　低音品質を向上させるための従来の方法は、信号の低周波数部分の振幅を増強する周波
数イコライザを使用することである。これは電力消費を増大させ、スピーカを損傷するこ
とさえもあるため、必ずしも効果的な解決策であるわけではない。したがって、音の品質
を向上させるための他の方法もまた考えられている。
【０００４】
　これらの代替案のうちの１つは、人間の聴覚系の音響心理学的特性を利用することによ
り低音を強調することである。この案の一例が、特許文献２に開示されている。この特許
文献に開示されている装置は、周波数発生器に結合され、対象の低周波数範囲内の各基本
周波数について、一連の高調波を有する余剰高調波信号を生成可能な高調波発生器を有す
る。各基本周波数に対して生成されるこの一連の高調波は、基本周波数の高調波の最初の
セットのうちの少なくとも３つの連続した高調波を有する、高調波の第１のグループを含
む。
【特許文献１】シンガポール特許第１１５６６５号
【特許文献２】米国特許第５９３０３７３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、これらの技法によって高調波を生成することができるが、それらの振幅
は元の基本周波数信号に大きく依存する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、音声信号を処理して、小型の変換器では効率的に再生されないであろう低周
波数成分を除去し、それらを高周波数成分に置き換えることにより動作する。高周波数成
分は、高周波成分への変換が信号に対する最小限の知覚的効果を奏するような周波数及び
振幅を有するように選択される。
【０００７】
　第１の態様より、本発明は、ａ．音声信号から阻止帯域内に入る成分を抽出し、ｂ．ダ
ウンサンプリング及び繰り返しの方法を用いて、抽出された成分からなる１つ又は複数の
高調波からなる１つのセットを生成し、ｃ．前記各高調波に、それぞれの重み係数を付加
することによって当該各高調波の利得を制御することにより、当該各高調波に重み付けし
、ｄ．前記重み付けされた高調波を前記音声信号に加算して出力信号を形成する、音声信
号強調方法を提供する。
【０００８】
　こうした方法では、より高次の高調波をそれぞれ独立して生成することができ、したが
ってその振幅は、他の高調波に影響することなく個々に調整可能である。これにより、高
調波と適切な振幅との組み合わせによる最適な低音強調効果の生成が可能になる。
【０００９】
　典型的には、前記各高調波への重み付けは、変換された前記信号を再生可能な音声再生
システムの音響心理学的解析によって決定される。当該音響心理学的解析は、典型的には
、前記音声信号の周波数、ラウドネス及び継続時間の解析を含む。すなわち、音の基本的
な特徴を解析する。
【００１０】
　最も有利には、前記各高調波は、前記音声信号のダウンサンプリングされた中間信号を
生成し、前記高調波が前記音声信号と等しい継続時間になるように前記中間信号を繰り返
すことにより生成される。これにより、各高調波が互いに独立して生成可能になり、した
がって各高調波の振幅は、他の高調波に影響することなく個々に調整可能である。こうし
た実施の形態において、第ｎ高調波を生成するためには、前記中間信号は、前記音声信号
のｎ個毎のサンプルを有してもよく、前記高調波は、前記中間信号のｎ回の繰り返しを有
する。前記音声信号は、典型的には、前記ステップａ．の前にセグメント化される。当該
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セグメントは、継続時間が等しくてもよい。これは実施が容易であり、メモリの使用を最
適にする。しかしながら、これは高調波に不連続性を導入することがある。したがって、
前記中間信号の開始値及び終了値のうちの少なくとも１つが、当該開始値と当該終了値と
が等しくなるように調整されることが好ましい。
【００１１】
　代替的に、前記各セグメントは、前記音声信号のゼロ交差点によって区切られてもよい
。これは、高調波に非連続性が導入されないことを確実にする。好ましくは、前記セグメ
ントは、セグメントの開始後に所定の最小時間が経過した後に生じる、前記音声信号の最
初のゼロ交差において終了し得る。これにより、音声信号がゼロ交差を頻繁に有するとき
に、継続時間が非常に短い複数のセグメントが生成されないことが確実になる。
【００１２】
　典型的には、前記成分は、前記ステップａ．において、前記音声信号をローパスフィル
タに通過させることにより抽出される。
【００１３】
　ステップａ．において、阻止帯域内の前記成分の複数のセットが抽出されてもよく、ス
テップｂ．において、前記成分の複数のセットのそれぞれについて、重み付けされた成分
のセットが生成される。これにより、種々の異なる高調波及び／又は重み付けを、音声ス
ペクトルの種々の異なる部分に適用することが可能になる。すなわち、前記成分の各セッ
トについての前記高調波の数及び／又は当該高調波の前記重み付けの数は、等しくなくて
もよい。
【００１４】
　典型的には、前記音声信号は、前記ステップｄ．の前に遅延されることが必要である。
これは、高調波と音声信号とが、結合される前に同期されることを確実にする。
【００１５】
　本方法は、前記音声信号がデジタル信号（例えば、デジタル化されたアナログ信号）で
あるときに特定の用途を見出し、また、本方法は、デジタル領域において実施される。
【００１６】
　第２の態様より、本発明は、本発明の第１の態様を具現化する方法により音声信号が強
調される音声処理装置を提供する。
【００１７】
　本願の文脈において、「音声信号」は、音の符号化された表現を含む信号である。信号
は時間変化する電圧から構成されていてもよいが、これは本発明を限定するものではない
。信号は、代替的な物理的表現、一例として時間変化する光信号を有してもよい。信号は
直接的な物理的表現を有していなくてもよく、例えばコンピュータデータとして数値的に
表現されてもよい。
【００１８】
　第３の態様より、本発明は、音声信号を再生するための音声再生システムを提供し、こ
の音声再生システムでは、再生されるべき音声信号が、本発明の第２の態様を具現化する
音声処理装置、アンプ及びスピーカシステムに適用され、当該アンプ及びスピーカシステ
ムの音響心理的解析により、各高調波の重み付けが決定される。
【００１９】
　前記ステップｂ．において、典型的には、２つ、３つ、４つ又は５つの連続した高調波
が生成される。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の実施形態を用いた音響心理学的な低音強調の利点は、知覚される低周波応答を
１．５オクターブ以上増大させ、電力消費を最大７５％低減させ、スピーカエンクロージ
ャの体積を最大７５％減少させる能力である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
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　本発明の一実施形態が、例示として、また添付の図面を参照して、これより詳細に説明
される。
【００２２】
［実施形態の理論的動作への導入］
　音は、４つの基本的量の観点から最も頻繁に特徴付けられる。すなわち音高、ラウドネ
ス、継続時間及び音色である。これらのうち、音の最も特徴的な特性は音高である。音高
は、「聴覚の特性であり、音は、この音高の観点から、音階上に順序付けられ得る」と定
義され得る。この定義はアメリカ規格協会によって認可されている。換言すれば、音高の
変化はメロディーの感覚を生じさせる。音高は、音の波形の繰り返し速度に関連している
。純音の場合、音高は周波数に対応し、周期的な複合音の場合は、基本周波数に対応して
いる。音高は主観的な特性なので、直接測定することはできない。
【００２３】
　人間の聴覚系における音高知覚の理論は完全に確立されてはいないが、「ミッシングフ
ァンダメンタル現象」として知られる１つの現象があり、広く認知されている。
【００２４】
　一例として、２００回／秒で起こる短パルスからなる音（クリック）を考える。この音
は低い音高を有し、その音高は２００Ｈｚの純音の音高、及び鮮明な音色に非常に近い。
その音は、２００Ｈｚ、４００Ｈｚ、６００Ｈｚ、８００Ｈｚ等の周波数を有する高調波
を含む。ミッシングファンダメンタル現象によれば、音をフィルタリングして２００Ｈｚ
の成分を除去しても、知覚される音高は変わらない。音の音色のわずかな変化がもたらさ
れるだけである。
【００２５】
　高い高調波（上記の例では２００Ｈｚ）のグループに対応する低い音高は、「残余音高
」と呼ばれる。実験では、基本周波数の成分をマスクするであろう低周波数ノイズの存在
下でさえも、残余音高が聞こえ得ることが示されている。したがって、残余音高は、通常
は信号の高周波数成分又は中程度の周波数成分に対して反応する神経経路を介して知覚さ
れ得る。複合音の基本成分が存在する場合でも、音の音高は通常、基音ではなく高調波に
よって決定される。したがって、残余音高の知覚は異常と考えられるべきではない。むし
ろ、残余音高は人が複合音を聞いている際に通常聞こえるものである。
【００２６】
　特定の音高は、その基本周波数成分が存在しなくても知覚され得ることから、低い基本
周波数をその高調波と置き換えることが可能なはずである。この技法は、低周波数の音が
容易に生成できない状況において有用に適用され得る。例えば、小型のスピーカにとって
、低周波数の低音を生成することは本質的に難しい。なぜなら、そのサイズは音の波長よ
りもはるかに小さいためである。
【００２７】
［本実施形態への適用］
　本実施形態は、音声信号のデジタル表現を変換することにより動作する。本実施形態で
は、デジタル表現は固定されたサンプリングレート、例えば４８ｋＨｚを有する。信号の
変換は、デジタル領域において実施される。
【００２８】
　デジタル領域では、音の波形がサンプリング及びデジタル化され、一連のビットとして
表現される。デジタル波形は格納され、ダウンサンプリングされ、繰り返され得る。まず
、音の波形の１つのセグメントが、固定サンプリングレートでメモリに格納されることを
想定する。次に、波形は、いくつかの異なるインターリーブでメモリから読み出される。
例えば、第２高調波を生成するために、サンプリングレートと同じレート、すなわち４８
ｋＨｚで、２つ毎のサンプルが読み出される。このメモリからのデータの読み出しプロセ
スは、第２高調波が元の波形と同じ継続時間を占めるように、２回繰り返される。これに
より、デジタル化された信号の第２高調波が生成されるであろう。同様に、第３高調波及
びより高次の高調波が生成され得る。
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【００２９】
　図１は、デジタル化された波形と高調波との関係を示す。（ａ）での元の波形は、（ｂ
）で表されるその第２高調波に変換される。この高調波を生成するための方法の１つの特
徴は、異なる回路により異なる高調波が読み出されるため、高調波が元々分離しているこ
とである。したがって、各高調波が生成された後、それらに異なる利得を重み付けするこ
とが容易である。別の特徴は、基本信号内にどんな周波数成分があろうとも、その周波数
成分に対応するすべての高調波が生成されること、すなわち、高調波の生成は周波数から
独立していることである。さらに、元の信号がどんな振幅であろうと、すべての高調波が
比例して生成される。すなわち、高調波の生成は振幅から独立している。プロセスを単純
に繰り返すことにより、どの次数の高調波でも生成され得る。
【００３０】
　実際の低音強調システムでは、スピーカが効率的に生成することができない低周波数帯
域の高調波のみを生成する必要がある。したがって、信号が高調波発生回路によって処理
される前に、信号は対応するローパスフィルタにかけられなければならない。
【００３１】
　図２は、本発明の原理を用いた低音強調システムを実施するアルゴリズムを示す。
【００３２】
　図２を参照すると、アルゴリズムにおいて、左（Ｌ）及び右（Ｒ）のチャンネル音声入
力は、４８ｋＨｚの固定サンプリングレートを有するデジタル形式である。Ｌチャンネル
及びＲチャンネルは符号１０において合算され、その後に、異なるカットオフ周波数を有
する２つのローパスフィルタ１２、１４が続く。本実施形態ではそれぞれ８０Ｈｚ及び３
００Ｈｚのカットオフ周波数を有する（代替の実施態様では、３００Ｈｚのローパスフィ
ルタは、８０Ｈｚ～３００Ｈｚの通過帯域を有するバンドパスフィルタに置き換えられ得
る）。２つのローパスフィルタ１２、１４は、音声ビームスピーカ等の音声スピーカの、
低周波数応答が悪い帯域を補うために必要とされる。例えば、音声ビームスピーカシステ
ムが、ｆ＜３００Ｈｚについて周波数成分を効率的に生成できない場合、スピーカシステ
ムは、最高３００Ｈｚに及ぶ阻止帯域、及び、３００Ｈｚ以上の通過帯域を有するといえ
る。上記２つのローパスフィルタ１２、１４は、このようなシステムの良好な低音強調の
ために必要である。例えば、１５０Ｈｚの基本周波数の場合、その第２高調波、第３高調
波及び第４高調波はそれぞれ３００Ｈｚ、４５０Ｈｚ及び６００Ｈｚである。これらの高
調波はすべてスピーカの通過帯域内に入り、したがって効率的に生成され得る。一方、８
０Ｈｚの基本周波数の場合、第２高調波及び第３高調波はそれぞれ、１６０Ｈｚ及び２４
０Ｈｚである。これらはまだスピーカシステムの阻止帯域内に入るので、効率的に生成さ
れることができない。しかしながら、それぞれ３２０Ｈｚ、４００Ｈｚ及び４８０Ｈｚの
第４高調波、第５高調波及び第６高調波が使用される場合、それらはすべてスピーカシス
テムの通過帯域内に入る。したがって、種々の異なる低音周波数帯域のために、異なる次
数を有する、異なるグループの高調波が使用されることが望ましい。
【００３３】
　代替案として、スピーカシステムの阻止帯域の帯域幅が広くない場合は、スピーカの阻
止帯域の上限に相当するカットオフ周波数を有する単一のローパスフィルタで十分である
こともある。
【００３４】
　ローパスフィルタ１２、１４のそれぞれから出力されるセグメント化された波形は、符
号１６において２分の１、３分の１及び４分の１に同時にダウンサンプリングされ、ダウ
ンサンプリングされた信号が、長さを元の信号の長さに戻すために（符号２０において）
それぞれ２回、３回及び４回繰り返され、その後格納される。格納プロセスの間、セグメ
ントの終端におけるサンプリング値は、１つのセグメントと次のセグメントとの間の非連
続性を低減するために、図３（ｃ）に示すように補間することにより、変更されるであろ
う。その後、格納されたサンプルが、入力データと同じサンプリングレート（本実施形態
では４８ｋＨｚ）で読み出される。サンプルはそれぞれ、第２高調波、第３高調波及び第



(8) JP 2008-191659 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

４高調波を生成するであろう。これらの高調波は別個に生成されるため、最良の音響心理
学的効果を創出するために、高調波は（符号２２において）種々の異なる利得によって重
み付けされ得る。最後に、符号２４において、生成された高調波のグループが合計され、
その後２つのグループは元のＬチャンネル２６及びＲチャンネル２８に再び加算される。
【００３５】
　高調波の波形内の非連続性を避けるための代替的なアルゴリズムは、元の波形をゼロ交
差点においてセグメント化することである。より具体的には、まず入力信号が解析され、
そのＬｏｗからＨｉｇｈへのゼロ交差点（又はＨｉｇｈからＬｏｗへのゼロ交差点）が見
出される。その後、波形がダウンサンプリングされ、２つの連続したゼロ交差点間で繰り
返される。このプロセスは、図１に示す通りである。各セグメントは常にゼロ交差点で終
始するため、繰り返される波形のセグメント間の連続性が保証される。セグメントの長さ
は入力信号によって決定されるため、この手法の結果、セグメントの長さは可変になる。
２つの隣接するゼロ交差点が遠く離れている状況を可能にするためには、セグメントを格
納するための十分なメモリが提供されなければならない。さらに、２つの隣接するゼロ交
差点が非常に近接している状況、例えば高音の一節中に信号が無音である場合、又はノイ
ズによってゼロ交差が生成された場合に対処するために、連続したゼロ交差点間に最小限
の離間が付与される。ゼロ交差に基づくこのアルゴリズムのブロック図は、図４のように
示される。
【００３６】
　このアルゴリズムの動作をこれより説明する。
【００３７】
　Ｌチャンネル及びＲチャンネルが符号３０において合算され、入力音声信号の低周波数
部分を得るためにローパスフィルタ３２に供給される。フィルタリングされた信号は、バ
ッファメモリ３４内に格納される。同時に、ＬｏｗからＨｉｇｈへのゼロ交差点が検出器
３６によって検出及び記録される。ノイズによって生じ得るような小さい、ゼロに近い変
動のみを含むセグメントの形成を避けるために、２つの連続したゼロ交差点間の最小限の
時間的な離間が付与される。
【００３８】
　高調波を生成するために、バッファメモリ３４内の信号が、種々の異なるアドレス指定
速度で読み出される。第２高調波を生成するために、読み出しアドレスが入力データ速度
の２倍のクロック速度でインクリメントされ、信号が、符号３６で示すように、２つのゼ
ロ交差点間で２回読み出される。２倍のクロック速度で２回繰り返される信号の読み出し
の継続時間は、バッファメモリ３４に書き込まれた信号の継続時間とまったく同じである
。信号の読み出しプロセスは、次の対のゼロ交差点間の信号セグメントに進むであろう。
同様に、符号３８、４０及び４２に示すように、第３高調波、第４高調波、第５高調波、
及びより高次の高調波も生成され得る。空きメモリ容量を確保するために、これらの読み
出しアドレスはすべて同じ入力メモリデータを読み出すために多重化され得る。読み出さ
れた高調波データは、それらの対応するレジスタ４４に格納される。これらのデータはそ
の後、符号４６で示すように、種々の異なる利得によってさらに重み付けされ、符号４８
で合算され、そして符号５０で元の信号に再び加算され得る。
【００３９】
　上記の両方のアルゴリズムにおいて、高調波のそれぞれに与えられる重み付けが計算さ
れなければならない。目的は、処理された信号が、再生されるときに高い知覚品質の音響
効果を創出できるようにすることである。高い知覚品質のために、（音高、ラウドネス、
及び継続時間の知覚において）元の音声信号に出来るだけ近い低音効果を創出する一方で
、信号の音色において過剰な変動を生じないことを目的とするのが一般的である。遅延が
知覚されないように、元の信号の処理されない部分も、高調波と揃えられなければならな
い。最適な低音効果は、元の信号を解析すること、並びに実験により高調波利得及び遅延
を調整することによってスピーカシステムの周波数応答が分かる場合に実現され得る。
【００４０】
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　低音強調システム全体のブロック図を図５に示す。同図は、フィルタリングされていな
い右チャンネル及び左チャンネルの音声信号が、上述した低音強調アルゴリズムを実施す
るために、強調モジュール６２と並行して、それぞれの遅延回路６０を通過することを示
す。強調モジュールの出力は、信号加算器６４によって、遅延回路６０のそれぞれの出力
に加算される。
【００４１】
　音響心理学的信号解析は通常、信号周波数、ラウドネス、及び継続時間の解析を含む。
すなわち、音の基本的な特徴を解析する。その後、解析の結果を用いて、高調波のグルー
プを選択し、グループ内の個々の高調波利得を調整するように、フィルタのカットオフ周
波数を調整することができる。例えば、元の低音信号のラウドネスを解析することができ
、その高調波の利得を、知覚上同じラウドネス効果を創出するように調整することができ
る。音響心理学的信号解析はまた、ローパスフィルタの適切な周波数応答を選択し且つ／
又は高調波の数を動的に調整して最適な高調波のグループを選択するために、低音信号の
周波数の解析を含んでいてもよい。
【００４２】
　低音強調システムの最適なパラメータはまた、元のスピーカシステムの性能に依存する
。例えば、ローパスフィルタ（複数可）の適切なカットオフ周波数を選択し、どの次数の
高調波を使用すべきかを決定するためには、元のスピーカの周波数応答を知ることが重要
である。最適な低音強調は、生成された高調波成分に加えられる利得の最適な調整に依存
する。上記実施形態により提供される高調波生成方法は、高調波が個々に生成され、した
がって種々の異なる利得によって別個に調整され得るという利点を有する。選択された１
つ又は複数の異なるローパスフィルタを適切な周波数応答と組み合わせることにより、所
望の低音強調効果を容易に創出することができる。周波数領域におけるこの提案された方
法の特徴が図６に示されている。
【００４３】
　本発明を具現化する上記のアルゴリズムは、ハードウェア、ソフトウェア、又はハード
ウェア及びソフトウェアの両方を使用するハイブリッドシステムのいずれによっても実施
され得る。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】波形の高調波の生成を示す図であり、線（ａ）は、メモリ内の元の波形のセグメ
ントであり、線（ｂ）は、サンプルを２つ毎に読み出し、それを２回繰り返して第２高調
波を生成することによって生成される読み出し波形であり、線（ｃ）は、サンプルを３つ
毎に読み出し、それを３回繰り返して第３高調波を生成することによって生成される読み
出し波形である。
【図２】本発明の一実施形態を実施する第１のアルゴリズムを示す図である。
【図３】（ａ）固定されたバッファサイズを利用してセグメント化された波形、（ｂ）波
形を単純に繰り返すことによる波形の第２高調波、（ｃ）非連続性を避けるために、繰り
返し波形の終了部において補間された波形、を示す図である。
【図４】２つのＬｏｗからＨｉｇｈへのゼロ交差点間で波形を見出し、繰り返すことによ
り高調波を生成することによって動作する、代替的な低音強調アルゴリズムを示す図であ
る。
【図５】本発明を具現化する方法を使用する低音強調システムのブロック図である。
【図６】本発明の一実施形態における高調波の生成及び利得制御の周波数領域の図である
。
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