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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラウドスピーカの位置の推定値を決定するシステムであって、
　当該システムは、
　ユーザが移動可能な装置の動きデータであって、前記ユーザが移動可能な装置の動きを
特徴付ける動きデータを決定する手段と、
　前記ユーザが移動可能な装置の現在の向きが、ユーザアクチベーションが受信されたと
きのラウドスピーカの位置に関連することを示すユーザアクチベーションを受信するユー
ザ入力と、
　前記動きデータに応答して前記ユーザが移動可能な装置の向きを示す方向データを決定
し、前記動きデータ及び前記ユーザアクチベーションに応答して、ラウドスピーカの位置
の推定値を生成する分析手段と、
を備えるシステム。
【請求項２】
　前記分析手段は、前記ユーザアクチベーションの方向データに応答して、複数のユーザ
アクチベーションのそれぞれについて、ある位置からラウドスピーカの位置への方向を推
定し、推定された方向に応じて前記ラウドスピーカの位置の推定値を決定する、
請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記分析手段は、前記位置からそれぞれのラウドスピーカの位置までの予め決定された
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距離の推定に応じて、前記ラウドスピーカの位置の推定値を決定する、
請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記分析手段は、前記動きデータに応じて前記ユーザが移動可能な装置の位置を示す位
置データを生成する、
請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記分析手段は、前記ユーザアクチベーションに関連する前記位置データに応じて、複
数のユーザアクチベーションのそれぞれについて、前記ユーザが移動可能な装置の相対的
な位置を推定し、前記相対的な位置に応じて前記ラウドスピーカの位置の推定値を決定す
る、
請求項４記載のシステム。
【請求項６】
　前記ラウドスピーカの位置の推定値は、それぞれの前記相対的な位置がラウドスピーカ
の位置に対応することに基づいて決定される、
請求項５記載のシステム。
【請求項７】
　前記ユーザ入力は、前記ユーザが移動可能な装置の現在の位置又は向きが、聴いている
位置の基準と関連することを示す基準のユーザアクチベーションを受信し、
　前記分析手段は、前記基準のユーザアクチベーションに応じて基準の位置又は向きを決
定し、決定された基準の位置又は向きに応じて話者の位置の推定値を決定する、
請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　前記分析手段は、前記聴いている位置と相対的な話者の位置の推定値を決定する、
請求項７記載のシステム。
【請求項９】
　前記ユーザ入力は、ラウドスピーカの位置が不使用であることを示すユーザ入力を受信
し、
　前記分析手段は、対応するスピーカの位置を不使用として指定する、
請求項１記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ユーザが移動可能な装置はハンドヘルド装置である、
請求項１記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ユーザが移動可能な装置は、ユーザアクチベーションが受信されたときの前記ユー
ザが移動可能な装置の位置の推定値及び向きの推定値の少なくとも１つを決定し、
　前記ユーザが移動可能な装置は、前記位置の推定値と前記向きの推定値の少なくとも１
つをリモートユニットに送出する手段を備える、
請求項１記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ユーザが移動可能な装置は、動き検出センサを有し、
　前記決定手段は、前記動き検出センサからのデータに応答して前記動きデータを決定し
、
　前記動き検出センサは、ジャイロスポープ、加速度計及び磁気計の少なくとも１つを含
む、
請求項１記載のシステム。
【請求項１３】
　音声信号を、推定されるべき第一のラウドスピーカから放出させる手段と、
　前記音声信号の放出に関連する時間間隔で受信されたユーザアクチベーションを前記第
一のラウドスピーカの位置に関連付けする手段と、
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を更に備える、
請求項１記載のシステム。
【請求項１４】
　ラウドスピーカの位置の推定を決定する方法であって、
　本方法は、
　ユーザが移動可能な装置の動きデータであって、前記ユーザが移動可能な装置の動きを
特徴付ける動きデータを決定するステップと、
　前記ユーザが移動可能な装置の現在の向きが、ユーザアクチベーションが受信されたと
きのラウドスピーカの位置に関連することを示すユーザアクチベーションを受信するステ
ップと、
　前記動きデータに応答して、前記ユーザが移動可能な装置の向きを示す向きデータを決
定するステップと、
　前記動きデータ及び前記ユーザアクチベーションに応じて、ラウドスピーカの位置の推
定値を生成するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ラウドスピーカの位置の推定に関するものであり、より詳細には、限定され
るものではないが、民生のサラウンドサウンドシステムにおけるラウドスピーカの位置の
推定に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サウンドシステムは、益々進歩し、複雑化し、そして多様化している。たとえば、５又
は７チャネルのホームシネマシステムのようなマルチチャネル空間オーディオシステムが
普及してきている。しかし、係るシステムにおける音質、特に空間的なユーザエクスペリ
エンスは、聴いている位置とラウドスピーカの位置との間の関係に依存する。多くのシス
テムでは、音の再生は、前提とされる相対的なスピーカの位置に基づいており、システム
は、スイートスポットとして知られる、比較的小さな領域において高品質の空間的な体験
を提供するように典型的に設計されている。従って、このシステムは、スピーカが特定の
名目上の聴いている位置でスイートスポットを提供するように配置されていることを前提
としている。
【０００３】
　しかし、理想的なスピーカの位置の設定は、実際に適用される環境の制約のために、実
際に再現されないことがある。確かに、ラウドスピーカが所望の設計の特性よりも必要で
あると考えられるとき、（個人の消費者のような）ユーザは、ラウドスピーカの数及び位
置の選択において高い柔軟性を好む。たとえば、典型的なリビングルームにおいて、最適
なパフォーマンスが得られる位置に多数のラウドスピーカを配置することができないか、
配置することが望まれることがある。
【０００４】
　オーディオシステムのなかには、スピーカの位置を変えるために手動的な較正及び補正
の機能を含むように開発されているものがある。たとえば、多くのホームシネマシステム
は、（たとえばラウドスピーカへの距離を手動で示すことにより）それぞれのチャネルに
ついて遅延及び相対的な信号レベルを手動的に設定する手段を含む。しかし、個々のパラ
メータの係る手動的な設定は、一般的なユーザにとって非常に面倒且つ実際的でない傾向
がある。さらに、（多くの非専門家にとってなお紛らわしい一方で）設定することができ
るパラメータが比較的制限されるとき、最適なパフォーマンスを提供しない傾向にある。
【０００５】
　また、較正プロセスの間に聴いている位置に配置されるマイクロフォンに基づいて、半
自動化されたプロセスを実行することが提案されている。オーディオシステムは、マイク



(4) JP 5572701 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

ロフォンの位置で最適化された音を提供するため、それぞれのチャネルについて信号経路
の様々な特性を最適化する。係るプロセスは音声の品質を改善するが、最適化がマイクロ
フォンにより提供される情報にのみ基づいており、１つの聴いている位置に制限され、更
にマイクロフォンにより捕捉される音に影響を及ぼすパラメータの適合に制限されるとき
、比較的制限された柔軟性を提供する。たとえば、係るプロセスは、システムを最適化す
るために使用することができるダイレクトな空間情報を提供しない。
【０００６】
　オーディオシステムのなかには、聴いている位置又は領域に関して実際のスピーカの位
置に基づいてオーディオ信号処理を最適化する機能を有するものがある。たとえば、ラウ
ドスピーカの配置について最適化された空間的な音再生を消費者に提供する信号処理を自
動的に最適化するシステムが提案されている。
【０００７】
　しかし、係る柔軟なシステムにおける音再生を最適化するため、ラウドスピーカの位置
及び好ましくはユーザの聴いている位置及び向きが決定されることが必要である。
【０００８】
　ラウドスピーカの出力の音響測定に基づいて、スピーカの位置を自動的に決定すること
ができることが提案されている。特に、ラウドスピーカの相対的な位置は、それぞれのラ
ウドスピーカとマイクロフォンを同一位置に配置し、それぞれのスピーカにより、他のラ
ウドスピーカのマイクロフォンにより取得されたキャリブレーション信号を順に再生する
ことで決定されることが提案されている。捕捉された信号から、それぞれの個々のラウド
スピーカから全ての他のラウドスピーカへの異なる伝播遅延を決定することで、スピーカ
の設置の幾何学的なレイアウトの推定を行うことができる。
【０００９】
　しかし、係るアプローチは、幾つかの関連する問題点を有する。たとえば、それぞれの
ラウドスピーカについて更なるハードウェア（マイクロフォン）を必要とし、これにより
コストを増加させ、係るマイクロフォンがスピーカに設けられるシステムに使用が制限さ
れる。さらに、中央のユニットとラウドスピーカのそれぞれとの間の通信を必要とし、こ
れにより複雑度とコストを更に増加させる。たとえば、ラウドスピーカからマイクロフォ
ンまでのダイレクトパスをブロックしているラウドスピーカ又はオブジェクト以外の音源
は、このアプローチを著しく低下させる。さらに、この方法は、キャリブレーション信号
が再生されるのを必要とし、これは、キャリブレーションプロセスが注目に値するもので
あって、おそらくユーザを苛立たせることを意味する。また、聴いている位置を決定する
ため、聴いている位置で更なるマイクロフォンを配置することが必要である。
【００１０】
　提案されている別のアプローチは、RFID（Radio　Frequency　IDentification）及びUW
B（Ultra-WideBand）のようなRF（無線周波数）に基づいた発見方法である。これらの方
法は、発見されるべきオブジェクトに取り付けられたタグを使用する。タグは、複数の（
＞３）RFセンサにより検出される低電力RF信号を放出し、その後、三角形分割により相対
的な位置が決定される。しかし、係るアプローチは、幾つかの関連される問題点を有する
。特に、発見されるべきそれぞれのオブジェクトがタグ付けされる必要があり、複数のセ
ンサが必要とされ、これらセンサは、部屋にわたって空間的に分散される必要があり、室
内の精度は、比較的低いことがあり、スピーカの配置にオーディオシステムを適合するた
めに不十分である。さらに、このアプローチは、関連される技術のコストが比較的高いの
で比較的高価である。
【００１１】
　さらに、大部分の現在提案されているアプローチにとって共通の問題は、スピーカの位
置を決定することから、聴いている人の位置を決定することに容易に拡張されないことで
ある。たとえば、聴いている位置でRFIDセンサを配置しなければならないことは不便であ
る。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従って、スピーカの位置を推定する改善されたシステムが望まれており、特に、増加さ
れた柔軟性、改善された音質、低減されたコスト、改善された空間認知及び／又は改善さ
れたパフォーマンスを可能にするシステムが望まれている。
【００１３】
　本発明は、上述された問題のうちの１以上を単独で又は組み合わせて軽減又は解消する
ものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の態様によれば、ラウドスピーカの位置の推定を行うシステムが提供され、本シ
ステムは、以下の構成要素を備える。ユーザが移動可能な装置の動きデータであって、ユ
ーザが移動可能な装置の動きを特徴付ける動きデータを決定する手段。ユーザが移動可能
な装置の現在の向きが、ユーザアクチベーションが受信されたときのラウドスピーカの位
置と関連することを示すユーザアクチベーションを受信するユーザ入力。動きデータに応
答して、ユーザが移動可能な装置の向きを示す向きデータを決定し、動きデータ及びユー
ザアクチベーションに応答して、ラウドスピーカの位置の推定値を生成する分析手段。
【００１５】
　本発明は、スピーカの位置の効果的な推定を可能にする。特に、非常に低い複雑度及び
／又はユーザフレンドリなアプローチを維持しつつ、比較的高い精度が達成される。この
アプローチは、多くの異なるシナリオで使用され、多くの異なるスピーカの設置及びオー
ディオ環境に適用可能である。
【００１６】
　このアプローチは、専門家でないユーザにより実行が容易であるシンプルな動作及び測
定手順に基づいて、信頼性の高いスピーカの位置の決定が可能となるので、消費者のセグ
メントにとって特に適切である。
【００１７】
　本発明は、低コストのアプローチを可能にし、特に、全ての個々のスピーカと同一場所
に配置されるか又は全ての個々のラウドスピーカに組み込まれる個別の測定機器の必要を
回避する。確かに、このアプローチは、使用されている特定のスピーカに完全に独立して
いる。確かに、スピーカの位置は、配置されているスピーカなしに推定され、アプローチ
は、たとえばスピーカの実際の設置前にシステムの前較正のために使用される。
【００１８】
　また、システムは、ラウドスピーカの何れかと推定機能との間の通信を必要としない。
確かに、多くの実施の形態では、スピーカの位置の推定に関連するデータの通信は、ユー
ザが移動可能な装置からのデータの通信に限定される。
【００１９】
　このアプローチは、多くのシナリオにおいて、所与の聴いている位置について相対的な
スピーカの位置に関する改善されたダイレクトな評価を提供し、たとえば三角形分割又は
最小自乗推定アルゴリズムのような複雑、不正確、又は誤りが多い推定の間接的なアルゴ
リズムに依存しない。さらに、このアプローチは、ダイレクトな視線を必要とせず、無線
干渉又はオーディオ干渉のような干渉に対して感度が低い。
【００２０】
　また、低コストの実現が達成され、特に、このアプローチは、スピーカの位置の推定が
低コストのMEMS（Micro　Electro-Mechanical　System）動きセンサのような低コストの
動きセンサの技術からのデータに基づくことを可能にする。
【００２１】
　移動可能な装置の向きは、移動可能な装置の相対的又は絶対的な向きの指示、及び／又
は物理的な軸又は解析的な軸の周りの移動可能な装置の回転の指示を含む。ユーザが移動
可能な装置の位置及び向きは、ユーザが移動可能な装置の相対的又は絶対的な位置、アラ
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イメント、方向、回転、角度又は姿勢の指示を含む。
【００２２】
　動きデータは、たとえばユーザが移動可能な装置における１以上の動きセンサにより生
成される。幾つかの実施の形態では、動きデータを決定する手段は、ユーザが移動可能な
装置に含まれる。幾つかの実施の形態では、ユーザ入力は、ユーザが移動可能な装置に含
まれる。１実施の形態では、分析手段は、ユーザが移動可能な装置に部分的に又は完全に
含まれる。
【００２３】
　ラウドスピーカの位置の推定は、ラウドスピーカの位置からの音のレンダリング又はプ
レゼンテーションの特性を変更するために使用される。たとえば、ラウドスピーカの位置
は、サラウンドサウンドシステムのような、マルチチャネル空間サウンドシステムのラウ
ドスピーカと関連される。ラウドスピーカの位置の推定は、マルチチャネル信号の個々の
チャネルの信号を提示する空間チャネルのラウドスピーカに対応する。本システムは、推
定されるラウドスピーカの位置に応答して、推定されるラウドスピーカに関連するラウド
スピーカからマルチチャネル信号のプレゼンテーションの特性を変更する手段を含む。正
確なラウドスピーカの位置の推定の使用は、マルチチャネル信号のプレゼンテーションを
最適化するための非常に増加された柔軟性及び範囲を提供する。
【００２４】
　分析手段は、動きデータにおけるユーザが移動可能な装置の向きを示す向きデータを決
定する。
【００２５】
　これは、多くのシナリオにおいて改善された推定及び／又は容易にされた動作を提供す
る。方向は、ユーザが移動可能な装置の角度、向き及び／又は回転を含む。
【００２６】
　本発明の随意の特徴によれば、分析手段は、ユーザアクチベーションの方向データに応
答して、複数のユーザアクチベーションのそれぞれについて、ある位置からラウドスピー
カへの方向を推定し、この方向に応答してラウドスピーカの位置の推定を決定する。
【００２７】
　これは、多くのシナリオにおいて改善された推定及び／又は容易にされた動作を提供す
る。特に、方向は、ある基準方向に関するある角度により表現される。基準となる方向は
、スピーカ設置の中央の対称点に向かう方向、及び／又は聴いている人の真正面の角度の
ような予め決定された空間音響の知覚角度に対応する。
【００２８】
　位置は、３次元、２次元又は１次元空間における任意の位置である。この位置は、多く
の応用において、聴いている位置である。この位置は、ユーザアクチベーションの１以上
を受信しているとき、ユーザが移動可能な装置の位置に対応する位置であるか、又は、た
とえばこれらの位置から決定される場合がある（たとえば平均値）。
【００２９】
　本発明の随意の特徴によれば、分析手段は、前記位置からそれぞれのラウドスピーカの
位置までの予め決定された距離の推定に応答して、ラウドスピーカの位置の推定を決定す
る。
【００３０】
　これは、多くのシナリオ、応答及びスピーカの設置について十分に正確である結果を提
供しつつ、容易にされたラウドスピーカの位置の推定を可能にする。
【００３１】
　予め決定された距離は、全てのラウドスピーカについて同じであるか、又は異なるスピ
ーカについて異なる場合がある。予め決定された距離は、たとえば設計段階で設定される
固定された距離であるか、又はユーザにより手動で入力される。従って、予め決定された
距離は、測定されていない距離である。
【００３２】



(7) JP 5572701 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

　本発明の随意の特徴によれば、分析手段は、動きデータに応答してユーザが移動可能な
装置の位置を示す位置データを決定する。
【００３３】
　これは、多くのシナリオにおいて改善された推定及び／又は容易にされた動作を提供す
る。方向は、ユーザが移動可能な装置の角度、向き及び／又は回転を含む。位置データは
、たとえば動きデータから生成される。たとえば、位置データを提供するために加速度デ
ータが２度積分される。ユーザアクチベーションに関連するユーザが移動可能な装置が決
定される。位置は、絶対値としての位置として決定されるか、たとえば聴いている位置に
関するといった、相対値としての位置として決定される。
【００３４】
　本発明の随意の特徴によれば、分析手段は、ユーザアクチベーションに関連する位置デ
ータに応答して、複数のユーザアクチベーションのそれぞれについて、ユーザが移動可能
な装置の相対的な位置を推定し、相対的な位置に応答してラウドスピーカの位置の推定値
を決定する。
【００３５】
　これは、提示される音の最適化に非常に適した推定を提供しつつ、低い複雑度の推定プ
ロセスを提供する。
【００３６】
　本発明の随意の特徴によれば、ラウドスピーカの位置は、それぞれの相対的な位置がラ
ウドスピーカの位置に対応することを想定して決定される。
【００３７】
　これは、多くのシナリオにおいて改善された推定及び／又は容易にされた動作を提供す
る。特に、推定された位置に位置されるラウドスピーカからの提示される音の改善された
最適化が可能となる。
【００３８】
　本発明の随意の特徴によれば、ユーザ入力は、ユーザが移動可能な装置の現在の位置又
は方向は、聴いている位置の基準に関連されることを示す基準となるユーザアクチベーシ
ョンを受信し、分析手段は、基準となるユーザアクチベーションに応答して、基準の位置
又は方向を決定し、基準の位置又は方向に応答してスピーカの位置の推定を決定する。
【００３９】
　これは、推定されたスピーカの位置からの音のレンダリングの改善された最適化を可能
にし、特に、特定の、且つユーザが選択可能／定義可能な聴いている位置の最適化を可能
にする。
【００４０】
　本発明の随意の特徴によれば、分析手段は、聴いている位置に関するスピーカの位置の
推定を決定する。
【００４１】
　これは、推定されるスピーカの位置からの音のレンダリングの推定及び／又は最適化を
容易及び／又は最適化する。
【００４２】
　本発明の随意の特徴によれば、ユーザ入力は、ラウドスピーカの位置が不使用にされる
ことを示すユーザ入力を受信し、分析手段は、対応するスピーカの位置を不使用として指
定する。
【００４３】
　これは、簡単且つユーザフレンドリなキャリブレーションプロセスを可能にしつつ、高
い柔軟性及び／又は改善された適合性を提供する。特に、音のレンダリングは、使用され
るルドスピーカの正確な数及び推定される位置に適合される。
【００４４】
　本発明の随意の特徴によれば、ユーザの移動可能な装置がハンドヘルド装置である。
【００４５】
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　これは、高い柔軟性及びユーザフレンドリなアプローチを提供し、消費者のセグメント
において特に有利である。ハンドヘルド装置は、特に、リモートコントロールである場合
がある。リモートコントロールは、ユーザ装置を制御可能なリモートコントロールである
。特に、リモートコントロールは、推定されたラウドスピーカの位置に関連するラウドス
ピーカを駆動する（増幅器のような）ラウドスピーカ駆動装置のリモートコントロールで
ある。従って、アプローチは、サウンドシステムを制御するために提供される標準的なリ
モートコントロールがスピーカの位置の正確なキャリブレーションのために使用されるの
を可能にする。
【００４６】
　本発明の随意の特徴によれば、ユーザが移動可能な装置は、ユーザアクチベーションの
ときに、ユーザが移動可能な装置の位置の推定及び方向の推定の少なくとも１つを決定し
、ユーザが移動可能な装置は、位置の推定と方向の推定の少なくとも１つをリモートユニ
ットに伝達する手段を更に有する。
【００４７】
　これは、多くの実施の形態において効果的なアプローチを提供し、特に、ユーザが移動
可能な装置から伝達されているデータを低減し、これによりバッテリ使用等を低減するこ
とができる。ユーザが移動可能な装置は、特に、未処理の動きデータ、又は個々のユーザ
アクチベーションを特徴付けるデータを伝達することが必要とされない。
【００４８】
　本発明の随意の特徴によれば、ユーザが移動可能な装置は、動き検出センサを備え、決
定手段は、動き検出センサからのデータに応答して、動きデータを決定し、動き検出セン
サは、ジャイロスコープ、加速度計、磁気計の少なくとも１つを含む。
【００４９】
　これは、改善された及び／又は容易にされた動作、或いは複雑度／コストを提供する。
【００５０】
　本発明の随意の特徴によれば、システムは、音声信号が推定されるべき第一のラウドス
ピーカの位置から放出させる手段、及び、音の放出に関連する時間間隔において受信され
るユーザアクチベーションを第一のラウドスピーカの位置に関連させる手段を更に備える
。
【００５１】
　これは、正確なキャリブレーションの実行においてユーザを支援する。
【００５２】
　本発明の態様によれば、ラウドスピーカの位置の推定を決定する方法が提供され、本方
法は、ユーザが移動可能な装置について、ユーザが移動可能な装置の動きを特徴付ける動
きデータを決定するステップ、ユーザアクチベーションが受信されたときに、ユーザが移
動可能な装置の現在の向きがラウドスピーカの位置に関連することを示すユーザアクチベ
ーションを受信するステップ、並びに、動きデータに応じて、ユーザが移動可能な装置の
向きを示す向きデータを決定し、動きデータ及びユーザアクチベーションに応答してラウ
ドスピーカの位置を生成するステップを含む。
【００５３】
　本発明のこれらの態様、特徴及び利点、並びに他の態様、特徴及び利点は、以下に記載
される実施の形態を参照して、明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
　本発明の実施の形態は、添付図面を参照して、例示を通して記載される。
【図１】従来の５チャンネルサラウンドサウンドシステムにおけるスピーカシステムの設
置を例示する図である。
【図２】本発明の幾つかの実施の形態に係る、スピーカの位置を推定するシステムのエレ
メントを例示する図である。
【図３】本発明の幾つかの実施の形態に係る、スピーカの位置を推定するシステムの構成
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要素を有するリモートコントロールを例示する図である。
【図４】本発明の幾つかの実施の形態に係る、スピーカの位置を推定するシステムの構成
要素を含むリモートコントロールの使用を例示する図である。
【図５】本発明の幾つかの実施の形態に係る、スピーカの位置を推定するシステムの構成
要素を含むリモートコントロールの使用を例示する図である。
【図６】本発明の幾つかの実施の形態に係る、スピーカの位置を推定するシステムの構成
要素を含むリモートコントロールの使用を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　以下の記載は、ホームシネマのサラウンドサウンドシステムにおけるスピーカの位置の
推定に適用可能な本発明の実施の形態に焦点を当てる。しかし、本発明は、この応用に限
定されるものではなく、多くの他のサウンドシステムにおけるスピーカの位置の推定に適
用される場合がある。
【００５６】
　図１は、ホームシネマシステムのような従来の５チャネルのサラウンドサウンドシステ
ムにおけるスピーカシステムの設置を例示する。本システムは、中央のフロントチャネル
、を提供する中央のスピーカ１０１、左のフロントチャネルを提供する左のフロントスピ
ーカ１０３、右のフロントチャネルを提供する右のフロントスピーカ１０５、左のリアチ
ャネルを提供する左のリアスピーカ１０７、右のリアチャネルを提供する右のリアスピー
カ１０９を含む。５つのスピーカ１０１～１０９は、聴いている位置１１１での空間の音
の体験を提供し、この位置で聴いている人がサラウンド且つ実体験のように感じる音の体
験を受けるのを可能にする。多くのホームシネマシステムでは、システムは、LFE（Low　
Frequency　Effects）チャネルのサブウーファーを更に提供する。
【００５７】
　しかし、実際のシナリオでは、理想的な位置にラウドスピーカを配置することは可能で
はないか又は便利ではないことがある。確かに実際のシステムでは、スピーカの実際の位
置は、多種多様である。これは、聴いている位置での音知覚に大きな影響を有し、特に、
空間認知に大きな影響を及ぼす。スピーカの変化を補償するため、サウンドシステムは、
実際のスピーカの位置に特に適合される補償を含む。しかし、係るアプローチは、適切な
補償を提供するために、スピーカの位置の正確な推定に依存する。
【００５８】
　図２は、本発明の幾つかの実施の形態に係る、ラウドスピーカの位置を推定するシステ
ムを例示する。
【００５９】
　本システムは、動きデータを提供するため、ユーザが移動可能な装置において動きセン
サを使用することに基づいている。さらに、本システムは、キーの押下のようなユーザア
クチベーションを受信する。このユーザアクチベーションは、ユーザが移動可能な装置の
現在の位置又は方向がスピーカの位置にリンクされることを示すものであり、すなわち、
これらユーザアクチベーションは、スピーカの位置の指示を提供する。たとえば、ユーザ
が移動可能な装置がラウドスピーカのうちの１つを指しているとき、又はラウドスピーカ
のうちの１つの上にあるときに、ボタンが押下される。
【００６０】
　次いで、システムは、動きデータとユーザアクチベーションからスピーカの位置を計算
する。たとえば、ユーザが移動可能な装置は、ユーザアクチベーションが受信されたとき
、ラウドスピーカの位置に配置されるか、又はラウドスピーカの位置の方向を指す。ユー
ザが移動可能な装置の方向又は位置は、この瞬間でダイレクトに計算され、ラウドスピー
カの位置の指示として使用される（又はスピーカの位置としてダイレクトに使用される）
。
【００６１】
　特に、本システムにおいて、動きセンサが小型のハンドヘルド装置（たとえばホームシ
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ネマシステムのリモートコントロール）に統合され、これらのセンサは、ラウドスピーカ
の設置に関するユーザの方向と同様に、聴いている位置に関してラウドスピーカの位置を
決定するために使用される。特に、ユーザは、彼の聴いている位置からラウドスピーカに
向けてユーザの移動可能な装置を連続して指すように指示されるか、ラウドスピーカに隣
接して又はラウドスピーカの上にユーザが移動可能な装置を配置するように指示される。
これらの決定されたラウドスピーカの位置（及び随意に、聴いている位置及び／又はユー
ザの方向）は、たとえばオーディオ信号の適切なリマッピングを適用することで、ラウド
スピーカシステムの空間的な音再生を最適化するために使用される。
【００６２】
　図２の例では、ユーザが移動可能な装置は、第一の動きセンサ装置２０１及び第二の動
きセンサ装置２０３を有しており、これらのセンサ装置は、ユーザが移動可能な装置の動
きを特徴付ける動きデータを生成する。他の実施の形態では、より少ないセンサ装置又は
より多いセンサ装置が使用される場合がある。動きセンサ２０１，２０３は、特に、ジャ
イロ、加速度計、又は磁気計のような１以上のMEMSセンサを含む。
【００６３】
　様々なMEMS動きセンサが利用可能であり、小型、複雑度の低さ及び低コストとなる傾向
にあり、これにより小型で低コストの携帯用装置を含む装置における使用に適したものと
なる。また、係るセンサの精度は、比較的高く、継続して改善されている。
【００６４】
　以下を含む異なるタイプのMEMSセンサが存在する。　
　１，２又は３次元における直線加速度を測定する加速度計。　
　１，２又は３次元における変化の角速度を測定するジャイロスコープ。　
　磁北に関して角度方向を測定する磁気計。
【００６５】
　第一及び第二の動きセンサ装置２０１，２０３は、生成されたセンサデータを受信する
動きプロセッサ２０５に結合される。動きプロセッサ２０５は、センサ装置２０１，２０
３から導出又は受信された動きデータが供給される分析プロセッサに更に結合される。
【００６６】
　さらに、本システムは、ユーザからの入力を受けるユーザインタフェース２０７を有す
る。ユーザインタフェースは、たとえば、ユーザにより押下された１以上のキー又はボタ
ンを含む。ユーザインタフェース２０７は、ユーザ入力が受信されたかを検出するユーザ
プロセッサ２０９に結合される。特に、ユーザプロセッサ２０９は、ユーザがキー又はボ
タンを押下したかを検出する。さらに、ユーザプロセッサ２０９は、分析プロセッサ２１
１に結合され、分析プロセッサは、ユーザ入力が検出されたときは何時でもユーザアクチ
ベーションの指示が供給される。特に、ユーザがキー又はボタンを押下したときは何時で
も、ユーザプロセッサ２０９は、ユーザアクチベーションの指示を生成し、この指示を分
析プロセッサ２１１に供給する。
【００６７】
　分析プロセッサ２１１は、受信された動きデータ及びユーザアクチベーションに基づい
て１以上のスピーカの位置を推定する。たとえば、分析プロセッサ２１１は、ユーザアク
チベーションが受信されたとき、ユーザが移動可能な装置の位置を連続して推定し、現在
の位置を捕捉する。分析プロセッサは、この位置を推定されたスピーカの位置としてダイ
レクトに使用する。別の例として、分析プロセッサ２１１は、ユーザアクチベーションが
受信されたとき、ユーザが移動可能な装置の方向を連続して検出し、現在の方向を捕捉す
る。分析プロセッサ２１１は、方向及び例えばスピーカ位置への予め決定された固定され
た想定される距離とに基づいて、（聴いている位置１１１であると想定される）ユーザの
移動可能な装置の現在の位置に関するスピーカの位置を推定する。
【００６８】
　例において、分析プロセッサ２１１は、オーディオシステムコントローラ２１３に結合
され、このコントローラは、スピーカの位置に関連するスピーカからのオーディオをレン
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ダリングするオーディオシステムの動作を制御する。オーディオシステムは、たとえば、
推定されるスピーカの位置に関連する（位置されると想定される）ラウドスピーカのセッ
トを駆動しているホームシネマ増幅器である。オーディオシステムコントローラ２１３は
、オーディオシステムのスピーカの特定の推定される位置に適合するように、オーディオ
システムの動作を制御する。
【００６９】
　たとえば、それぞれのスピーカの遅延及び／又はレベルは、スピーカから聴いている位
置までの推定される距離に依存して設定される。さらに、それぞれのスピーカについて正
確な推定される位置が既知であるとき、より複雑且つ柔軟性の高い適合が使用される場合
がある。たとえば、オーディオシステムコントローラ２１３は、１以上のラウドスピーカ
が空間経験を向上よりも低下させる可能性が高いことを判定し、これらが使用されるのを
無効にする。次いで、オーディオシステムは、対応する期待されるスピーカの位置が使用
されないシナリオについて最適化される。たとえば、サラウンドスピーカが聴いている位
置に余りに近い場合、このサラウンドスピーカの機能が無効にされる。
【００７０】
　別の例として、推定されるスピーカの位置は、特定のスピーカに対して異なるオーディ
オチャネルの柔軟な分散を提供することで、向上された空間信号を提供するために使用さ
れる。たとえば、（例えば、聴いている位置が後壁に直面して位置されるソファに対応し
、これにより後部のサラウンドスピーカを阻んでいるため）スピーカの位置の推定は、左
のフロントスピーカ１０３及び右のフロントスピーカ１０５が中央のスピーカ１０１に非
常に近くに配置されており、左のサラウンドスピーカ１０５及び右のサラウンドスピーカ
１０７が聴いている人の背後ではなく、聞いている人の側に位置されることを示す。係る
状況において、従来のサラウンドシステムは、比較的圧縮された空間体験を提供する。し
かし、ラウドスピーカの位置の推定に基づいて、オーディオシステムコントローラ２１３
は、ホームシネマ増幅器を制御して、左のフロントスピーカ１０３及び左のサラウンドス
ピーカ１０７の両者を通して左のフロントチャネルをレンダリングする。これは、左のフ
ロントスピーカ１０３と左のサラウンドスピーカ１０７との間の左のフロントチャネルに
ついて知覚された位置を提供し、この正確な位置は、２つのラウドスピーカを通して左の
フロントチャネルの正確な分散により調節可能である。同じアプローチは、右のフロント
チャネルに適用され、これにより改善された及び向上された空間体験が提供される。
【００７１】
　ラウドスピーカの位置の推定の使用は、オーディオシステムの動作の適合又は最適化に
限定されるものではないことを理解されたい。たとえば、幾つかの実施の形態では、シス
テムは、決定されたラウドスピーカの位置が適切な基準のセットを満たすかを判定し、満
たさない場合にユーザの指示を提供する。たとえば、本システムは、聴いている位置に余
りに近いと考えられるラウドスピーカを検出し、これらのスピーカがさらに離れて移動さ
れることを示すか、又は例えば適切な空間的な音の体験を提供するために十分に対称的で
はないスピーカの設置を検出し、スピーカが適切な空間的な音の体験を提供するために移
動されるべきことを示す。
【００７２】
　図２の機能は、本システムにおいて自由に分散される場合がある。　
　典型的に、第一の動きセンサ装置２０１及び第二の動きセンサ装置２０３は、動きプロ
セッサ２０５である、ユーザが移動可能な装置に配置される。従って、基礎となる未処理
の動きデータは、ユーザが移動可能な装置で生成される。
【００７３】
　ユーザインタフェース２０７及びユーザプロセッサ２０９は、多くの実施の形態では、
多くのシナリオにおいて実際のユーザエクスペリエンスを提供するとき、ユーザが移動可
能な装置に含まれる。たとえば、ユーザは、スピーカの位置を表すか又は示すように、ユ
ーザが移動可能な装置を移動させ、次いで、ユーザが移動可能な装置のボタンを押下して
これを示す。しかし、幾つかの実施の形態では、ユーザインタフェース２０７及びユーザ
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プロセッサ２０９は、ユーザが移動可能な装置の一部ではなく、別の装置の一部である場
合がある。たとえば、幾つかの実施の形態では、ユーザインタフェース２０７及びユーザ
プロセッサ２０９は、たとえばホーシネマ増幅器の一部といった、ラウドスピーカを駆動
するオーディオシステムに含まれる場合がある。
【００７４】
　分析プロセッサ２１１は、幾つかの実施の形態では、ユーザが移動可能な装置に完全に
含まれ、他の実施の形態では、ユーザが移動可能な装置の完全に外部にある場合があり、
更に他の実施の形態では、ユーザが移動可能な装置に部分的に実現される場合がある。
【００７５】
　たとえば、幾つかの実施の形態では、ユーザが移動可能な装置は、第一の動きセンサ装
置２０１及び第二の動きセンサ装置２０３を含み、動きプロセッサ２０５は、たとえばオ
ーディオ増幅器に未処理の動きデータを伝達する通信機能を有する。オーディオシステム
増幅器は、未処理の動きデータを受信し、分析プロセッサ２１１と同様に、ユーザインタ
フェース２０７及びユーザプロセッサ２０９を有する。従って、ボタンがオーディオシス
テム増幅器で押下されたときは何時でも、ユーザが移動可能な装置について動きデータに
より示されるように、対応するスピーカの位置のデータを判定する。係る実施の形態の利
点は、非常に簡単且つ低い複雑度のユーザが移動可能な装置を可能にすることである。
【００７６】
　同様な実施の形態では、ユーザが移動可能な装置は、ユーザインタフェース２０７及び
ユーザプロセッサ２０９を備えるが、ユーザアクチベーションが受信された時はシンプル
に通信する。従って、この例では、ユーザプロセッサ２０９は、例えばオーディオシステ
ム増幅器にユーザの入力データを伝達する通信機能を有する。オーディオシステム増幅器
は、分析プロセッサ２１１を実現し、この分析プロセッサは、未処理の動きデータ及びユ
ーザアクチベーションに基づいてスピーカの位置の推定を決定する。係る実現の利点は、
低い複雑度のユーザが移動可能な装置を得ることができ、特に、計算リソースがユーザが
移動可能な装置で利用可能となることを必要としないことである。
【００７７】
　別の例では、分析プロセッサ２１１は、ユーザが移動可能な装置自身がスピーカの位置
の推定を計算し、次いで計算されたスピーカの位置の推定は、例えばオーディオシステム
増幅器に伝達されるように、ユーザが移動可能な装置で完全に実現される。これは、ユー
ザが移動可能な装置の通信の要件を低減し、ユーザが移動可能な装置が、例えば、特定の
スピーカの位置にパフォーマンスを適合するが、位置を推定する機能をそれ自身は有さな
い既存の増幅器と使用されるのを可能にする。
【００７８】
　多くの他の実現及び変形が可能であることを理解されたい。例えば、幾つかのシナリオ
では、ユーザが移動可能な装置は、それぞれのユーザアクチベーションに関連する向きを
計算し、これをオーディオシステム増幅器に伝達し、次いで、オーディオシステム増幅器
は、提供される向きに依存してスピーカの位置を決定する。従って、係る実現では、分析
プロセッサ２１１は、ユーザが移動可能な装置とオーディオシステム増幅器にわたり分散
される。係る例では、方向のみが伝達される必要があることを理解されたい（例えば、未
処理の動きデータ又はユーザアクチベーションが伝達される必要はない）。従って、多く
のシナリオでは、係る中間のアプローチは、例えば計算上のリソースの要件と通信上のリ
ソースの要件との間の有利なトレードオフを提供する。同じアプローチは、ユーザが移動
可能な装置のユーザアクチベーションに関連する位置について容易に使用することができ
ることを理解されたい。
【００７９】
　以下では、ユーザが移動可能な装置がハンドヘルド装置であり、特にリモートコントロ
ールである様々な例が提供される。リモートコントロールの使用は、例えばユーザインタ
フェース、通信機能及び計算リソースのような必要とされる機能の幾つかを既に含むとき
に、特に有利である。さらに、オーディオシステムを制御するために必要とされることが



(13) JP 5572701 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

あり、従って更なるスピーカの位置の推定の機能を提供するコストは、非常に低く維持さ
れる。また、ユーザが余分の装置を必要としないが、既に提供された装置から更なる機能
を簡単に提供されるときに、ユーザフレンドリである。リモートコントロールは、特に、
オーディオシステム増幅器のリモートコントロールである。
【００８０】
　システムの動作の例として、ユーザアクチベーションが受信されたときに、推定は、動
きデータからリモートコントロールの位置の決定に基づく。例えば、第一及び第二のセン
サ２０１，２０３は、リモートコントロールの連続する位置の推定を提供するため、リモ
ートコントロールにより連続して２度積分される動きデータを与える加速度計を含む。次
いで、ユーザは、システムにおけるラウドスピーカの上にリモートコントロールを順次に
配置し、次いでボタンを押すように指示される。ボタンが押されたときの位置は、捕捉さ
れ、推定されるスピーカの位置に対応すると考えられる。
【００８１】
　プロセスは、特に、聴いている位置に関して実行される。例えば、推定プロセスは、聴
いている位置を占めており、ボタンを押しているユーザにより開始される。これは、計算
された位置をリセットする。従って、聴いている位置は、スピーカの位置が決定される基
準の位置である。次いで、ユーザは、第一のスピーカに動く。位置の変化は、加速度計に
より追跡され、この加速度計は、聴いている位置に関して位置の推定を提供するために、
２度積分される加速度データを提供する。リモートコントロールが第一のスピーカの上に
配置されるとき、ボタンが押下され、現在の計算された位置がそのスピーカについて捕捉
される。次いで、ユーザは、次のスピーカに進み、ボタンを押し、これは、全てのスピー
カについて繰り返される。従って、分析プロセッサ２１１は、ユーザアクチベーションの
位置データに基づいて、それぞれのユーザアクチベーションについてリモートコントロー
ルの相対的な位置を推定する。ラウドスピーカの位置の推定は、これらの想定的な位置か
ら決定される。特に、位置の推定は、これらの位置としてダイレクトに決定され、すなわ
ちそれぞれのユーザアクチベーション（キープレス）に関連する相対的な位置は、ラウド
スピーカの位置にダイレクトに対応すると想定される。
【００８２】
　この例では、位置は、聴いている位置に関して決定される。この聴いている位置は、リ
モートコントロールが聴いている位置に配置されていることを示す基準となるユーザアク
チベーションが受信されたときに、リモートコントロールの位置として決定される。この
基準となるユーザアクチベーションは、例えば専用のキープレス（例えば専用のボタン）
であるか、又は、例えばキャリブレーションプロセスの最初又は最後のユーザアクチベー
ションのような特定の時間でのユーザアクチベーションである。
【００８３】
　特定の例として、図３は、２つの方向ｘ，ｙが定義されるリモートコントロールを例示
する。リモートコントロールは、リモートコントロールのｘ-ｙ平面における加速を測定
する少なくとも１つの２軸加速度計の形態で動きセンサを含む。このシナリオでは、所望
の聞いている位置に座っているユーザは、ユーザのデッドフロント（dead　front）方向
であるか、又は関連するディスプレイの方向である、基準の方向にリモートコントロール
を指すように指示され、ボタンを押す。リモートコントロールは、この方向を基準の方向
として設定する。さらに、リモートコントロールは、現在の位置を基準の位置に設定する
（例えばｘ及びｙ軸の加速度計について積分器の値をリセットする）。
【００８４】
　特定の例では、全体の手順の間の同じ方向でユーザはリモートコントロールを保持する
ことが想定され、すなわちユーザは、その軸の周りにリモートコントロールを回転しない
ように指示される。また、全てのラウドスピーカ及び聴いている位置は、同じ高さにある
ことが想定される。
【００８５】
　次いで、ユーザは、第一のラウドスピーカに向かってリモートコントロールと歩くよう
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に指示される。
【００８６】
　キャリブレーションのシーケンスを指定する指示マニュアル、又は例えば移動すべき次
のスピーカを示すリモートコントロール上の表示により、どのラウドスピーカが最初に示
されるかを指定するために異なるアプローチが使用される。
【００８７】
　特定の例として、システムは、現在推定されているラウドスピーカの位置でラウドスピ
ーカから音声信号のみを放出する。次いで、この信号は、ユーザがこのラウドスピーカに
向かって歩くべきであることを示す。次いで、システムは、音の放出に関連する時間間隔
で受信されたユーザアクチベーションを、この特定のラウドスピーカの位置に関連付けす
る。たとえば、スピーカがテスト信号を放出している間にボタンが押された場合、このボ
タンの押下は、リモートコントロールがこのスピーカの上に位置されることを示す。次い
で、システムは、このシーケンスにおいて次のスピーカから音を放出し始める。
【００８８】
　ユーザが推定するために次のラウドスピーカに向かって歩いている間、リモートコント
ロールの軌跡は、加速度計により追跡され、加速度データは、ｘ－ｙ面における現在の位
置を提供するために２度積分される。ユーザがラウドスピーカの位置に到達したとき、彼
は、ラウドスピーカ上にリモートコントロールを配置してボタンを押す。このユーザアク
チベーションにより、現在の位置はそのラウドスピーカについて捕捉される。
【００８９】
　次いで、ユーザは、次のラウドスピーカに向かって歩き、このスピーカの上にリモート
コントロールを配置し、ボタンを再び押すように指示される。この手順は、全てのラウド
スピーカの位置が決定されるまで繰り返される。
【００９０】
　この手順の終わりで、聴いている位置及びユーザの向きと同様に、互いに関する全ての
ラウドスピーカの位置が捕捉される。
【００９１】
　リモートコントロールの動きの追跡及び位置の決定は、ボタンの押下の時間と共に、例
えば全体の手順の間に時間の関数として記録されている未処理のセンサデータに基づく。
リモートコントロールの物理的な軌跡の計算は、ラウドスピーカの位置と同様に、例えば
リモートコントロールではない別の装置により、キャリブレーション手順が終了した後に
計算される。別の例として、ラウドスピーカの位置は、キャリブレーション手順の間にセ
ンサデータからダイレクトに決定され、決定された位置のみが記憶される。
【００９２】
　例において、未処理の加速度データからの軌跡の計算は、加速度データの２度の積分を
含む。係るアプローチは、十分に正確である加速度計にとって有効である。しかし、多く
の低コストのMEMSに基づく加速度計は、２度の積分により時間を通して不正確さが増大す
るというドリフトの問題に苦しむ。確かに、２度の積分は、比較的に迅速に増大する位置
の推定の誤差となる。従って、幾つかの実施の形態では、このドリフトの補正が含まれる
。特に、ボタンが押下されたときにリモートコントロールの速度がゼロである事実は、ド
リフトの補償要素を決定及び利用するために使用される。従って、軌跡におけるラウドス
ピーカのマーカとして給仕することに加えて、ボタンが押された瞬間は、加速度計からの
記録されたデータを補正する基準点として使用される。適切な補正要素を決定する特定の
例は、たとえばYun等による文献“Self-contained　position　tracking　of　human　mo
vement　using　small　inertial/magnetic　sensor　modules”（2007　IEEE　Internat
ional　Conf.　On　Robotics　and　Automation,　April　2007）に記載される。
【００９３】
　特定の例では、単一の２軸加速度計が使用され、リモートコントロールが手順の間に同
じ方向で常に保持され、全てのラウドスピーカ及び聴いている位置が同じ高さであること
を前提としている。しかし、この前提は、全ての実施の形態で適切ではない。従って、幾
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つかの実施の形態では、その軸の何れかに沿ったリモートコントロールの回転が許容され
、異なる高さでラウドスピーカの正確なキャリブレーションを可能にするのと同様に、よ
り自然な人間の動きが得られる。これは、１軸、２軸又は３軸のジャイロスコープ、ｘ方
向における加速度を測定する加速度計（又は、第一の実施の形態の２軸の加速度計を３軸
の加速度計で置き換えることによる）、及び／又は磁気計のような適切なセンサを追加す
ることで達成される。
【００９４】
　幾つかの実施の形態では、ユーザアクチベーションが受信されたが、係る時間でリモー
トコントロールの方向に基づくとき、スピーカの位置の推定は、リモートコントロールの
位置に基づいていない。特に、スピーカの位置は、ユーザアクチベーションが受信された
ときに、リモートコントロールの方向に基づいて推定される。
【００９５】
　特に、本システムは、ボタンが押下されたときに、ある位置からラウドスピーカに向か
う方向を推定する。位置は、特に聴いている位置であり、方向は、リモートコントロール
の適切な軸の方向である。たとえば、ユーザは、聴いている位置におり、リモートコント
ロールをラウドスピーカの方向に向ける。ユーザがボタンを押下したとき、リモートコン
トロールの現在の方向は、動きデータから決定される。例えば、リモートコントロールの
X軸の方向は、基準となる方向に関して決定される。基準の方向は、所望の基準の方向（
例えば真正面）にリモートコントロールを向け、基準の方向のボタンを押している聴取者
により決定される。２つの方向の間のリモートコントロールの動きは、動きセンサにより
追跡され、２つの状況における方向を決定するために使用される。特定の例として、ユー
ザアクチベーションが受信されたとき、リモートコントロールは、リモートコントロール
の現在の方向と、基準のユーザアクチベーションが受信されたときの方向との間の相対的
な角度の決定に進む。
【００９６】
　アプローチは、全てのラウドスピーカについて繰り返され、例えば、ユーザは、全ての
ラウドスピーカの方向でリモートコントロールを順次に指し、（同じ位置にとどまる間に
）ボタンを押す。次いで、スピーカの位置は、たとえばラウドスピーカのそれぞれがリモ
ートコントロールの方向であって、予め決定された距離（例えば、フロントスピーカにつ
いて３メートル、右フロントスピーカ及び左のフロントスピーカについて３．５メートル
、及びサラウンドスピーカについて２メートル）で位置されることを前提とすることで、
これらの方向から決定される。
【００９７】
　低い複雑度の例として、リモートコントロールは、（図３のX-Y平面に垂直である）垂
直方向のｚ軸の周りのリモートコントロールの角速度を測定する１軸ジャイロスコープを
有する。従って、水平面における角速度は、リモートコントロールがグランドプレーンに
平行に向けられている場合に測定される。
【００９８】
　この例では、（おそらくユーザの組と同様に）ユーザに関して個々のラウドスピーカの
角度のみが必要とされることが前提とされる。これは、キャリブレーションを行うときに
、全てのラウドスピーカがリモートコントロールから既知又は十分に信頼できる推定又は
想定される距離で位置されることが前提とされることを意味する。たとえば、スピーカは
グランドプレーンに平行な平面における聴取者の位置から多かれ少なかれ等しい距離にあ
ること、すなわち、スピーカは、聴いている位置の周りの円上に多かれ少なかれ配置され
ることが前提とされる。
【００９９】
　ユーザは、所望の聴いている位置に座っているとき、リモートコントロールを、典型的
にはユーザのデッドフロント方向である基準の方向に指し、次いで、基準のユーザアクチ
ベーションの指示を提供するためにボタンを押下するように指示される。これは、この方
向を基準の方向として設定する。
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【０１００】
　次いで、ユーザは、（例えばディスプレイ又はユーザマニュアルを通してユーザに供給
される予め決定されたシーケンスに従って）リモートコントロールを第一のラウドスピー
カに向けて指すように指示される。ユーザがリモートコントロールを移動して、ラウドス
ピーカを指している間、リモートコントロールの回転の動きは、ジャイロスコープにより
追跡される。次いで、第一のラウドスピーカを指している間、ユーザは、ボタンを再び押
下する。次いで、ユーザは、第二のラウドスピーカを指して、彼が第二のラウドスピーカ
を指している間にボタンを押下するように指示される。この手順は、全てのラウドスピー
カの角度が決定されるまで繰り返される。
【０１０１】
　この手順の終わりで、互いに関する全てのラウドスピーカの角度は、ユーザの向きと同
様に既知である。次いで、位置は、前提とされる距離から決定される。代替的又は付加的
に、ユーザは、スピーカへの距離を手動で入力するか、又は、距離を測定するための他の
距離の測定技術が使用される場合がある。たとえば、それぞれのラウドスピーカへの距離
を測定するため、リモートコントロールは、例えばマイクロフォンを有する場合がある。
次いで、オーディオ信号は、それぞれのスピーカから放出されるか、（例えばオーディオ
連ジング技術を使用して）スピーカへの距離を決定するために使用される。
【０１０２】
　ジャイロスコープの使用とは代替的に、方位の追跡は、幾つかの距離（例えばリモート
コントロールの上及び下のエッジ）により分離される２つの２軸（x-y）加速度計により
達成される。単一の加速度計は回転を検出することはできないが、２つの２軸の加速度計
の出力間の差を分析することで回転を決定することができる（リモートコントロールの純
粋な並進運動について、２つの加速度計の出力は同じであり、２つの加速度計間でのある
点の周りの回転について、それらの出力は両方の軸について反対の符号を有する）。
【０１０３】
　非常に正確な位置の決定について、これらの例においてリモートコントロールの指示は
、たとえばセンサの位置（又はセンサの中間点）が変化することなしにリモートコントロ
ールが回転するように、聴いている位置にできるだけ近い固定された点の周りにリモート
コントロールを純粋に回転させることで実行される。係る例は、図４に例示されている。
しかし、純粋な回転が単一の基準点の周りで達成されるが、リモートコントロールがこの
基準点にないシナリオにおいても当てはまる場合がある。たとえば、係る純粋な回転は、
手順の間に伸ばして維持されるストレッチアウトアームにより保持されているリモートコ
ントロールにより達成することができる。係る例は、図５において例示されており、図５
は、固定された回転点が、アームがショルダーに接続する（従ってスピーカの位置がこの
点に関して決定される）点であることを示している。
【０１０４】
　しかし、純粋な回転が達成されない状況において、例えば、リモートコントロールが左
－右又は前－後方向で移動する場合、又は聴いている位置からかなりの距離で自身のｚ軸
の周りで回転される場合、決定される角度の変化は、正しい値から逸脱する。係る例は、
図６に例示される。
【０１０５】
　不正確さは、リモートコントロールの並進運動の量とリモートコントロールからラウド
スピーカの距離とに依存する。さらに、リモートコントロール及び／又は磁気計の水平方
向のｘ－ｙ平面における加速度を測定する２軸の加速度計を追加することでエラーが除去
又は緩和される。係るアプローチは、リモートコントロールの回転及び並進運動の両者が
指し示す動作の間に追跡されるのを可能にし、決定された角度の精度及びロバスト性が増
加する。
【０１０６】
　リモートコントロールがフラットに保持されない（すなわち、グランドプレーンに平行
ではない）が、リモートコントロールを指し示す手順の間にｘ軸の周りで回転される（巻
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かれる“rolled”）場合、不正確な結果が生じる。これは、ジャイロスコープ及び／又は
加速度計からの出力は、基準のアース（及びラウドスピーカ）のフレームよりも基準のリ
モートコントロールのフレームに対するものであることによる。これは、リモートコント
ロールのｘ軸の周りの角速度を測定するジャイロスコープ、及び／又はリモートコントロ
ールの垂直方向のｚ軸における加速度を測定する加速度計を追加することで対処される（
後者の方法は、基準として常に存在する重力を使用する）。
【０１０７】
　リモートコントロールがフラット（すなわちグランドプレーンに平行）に保持されない
が、リモートコントロールを指し示す手順の間にｙ軸の周りに傾斜された場合、不正確な
結果が生じる場合もある。これは、リモートコントロールのｙ軸の周りの角速度を測定す
るジャイロスコープ、及び／又はリモートコントロールの垂直方向における加速度を測定
する加速度計を追加することで対処することができる。
【０１０８】
　また、このアプローチは、ラウドスピーカが同じ水平面に位置されないシナリオに対処
する。
【０１０９】
　前の例では、リモートコントロールが水平方向に保持されない事実を考慮して、更なる
シナリオが使用される。これを補正することができるため、ロール（roll）データ及び／
又はチルト（tilt）データが連続して追跡され、軌跡の結果として得られる計算は、非常
に複雑及び／又は不正確となる。別の可能性は、キャリブレーションプロセスの間にリモ
ートコントロールを水平に保持するように指示し、軌跡を計算するときに当てはまること
が想定される。任意に、更なるシナリオが含まれる場合があるが、リモートコントロール
が所与の量を超えて傾斜及び／又は回転されるのを検出するためにのみ使用される。これ
がキャリブレーションプロセスの間に検出された場合、キャリブレーションが中止され、
さもなければ、キャリブレーションプロセスは、十分に正確になるように考慮される。
【０１１０】
　記載されるアプローチの利点は、ラウドスピーカのうちの１つがキャリブレーションプ
ロセス後に異なる位置に移動されたとき、このラウドスピーカの位置のみが較正しなおさ
れる必要があることである。同様に、好適な聴いている位置が変化したとき、較正し直さ
れる必要がある唯一のことは、聴いている位置である。たとえば、並進運動を測定する加
速度計を含む実施の形態の１つでは、これは、古い聴取している位置から新たな聴取して
いる位置に移動することからなるキャリブレーション手順を実行することで行われる。
【０１１１】
　幾つかの実施の形態では、本システムは、ラウドスピーカの位置が使用されていないこ
とを示すユーザ入力の提供を更に支援する。この場合、本システムは、対応するスピーカ
の位置を不使用として指定する。これは、存在しないこのスピーカを補償するようにオー
ディオシステムを適合する。たとえば、あるサラウンドスピーカが含まれない場合、サラ
ウンドチャネルからのオーディオの幾つかは、フロントスピーカを通して供給される場合
がある。
【０１１２】
　従って、幾つかの実施の形態では、ユーザは、例えばユーザがこのラウドスピーカに向
かって歩く／指すように求められたときに、「使用不許可“don’t　use」ボタンを押す
ことで、彼が１以上のラウドスピーカを使用するのを望まないことを示すオプションを有
する。従って、ユーザは、彼がスピーカのサブセットを使用するのを望むことを示すこと
ができ、これにより、ユーザは、異なる目的のために選択されていないラウドスピーカを
使用すること、又は例えば別の人物がラウドスピーカに非常に近くに座っている場合に、
ラウドスピーカのうちの１つを一時的に不使用にするのを可能にする。
【０１１３】
　明確さのために上記記載は、異なる機能ユニット及びプロセッサを参照して本発明の実
施の形態が記載されたことを理解されたい。しかし、異なる機能ユニット又はプロセッサ
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明らかである。例えば、個別のプロセッサ又はコントローラにより実行されるように例示
される機能は、同じプロセッサ又はコントローラにより実行される。従って、特定の機能
ユニットの参照は、厳密に論理的又は物理的な構造又は組織を示すのではなく、記載され
る機能を提供する適切な手段の参照として見られるべきである。
【０１１４】
　本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア又はこれらの組み合わせを含
む適切な形式で実現される。本発明は、１以上のデータプロセッサ及び／又はデジタルシ
グナルプロセッサで実行しているコンピュータソフトウェアとして少なくとも部分的に実
現される場合がある。本発明の実施の形態の構成要素及びコンポーネントは、適切なやり
方で物理的、機能的及び論理的に実現される場合がある。確かに、機能は、単一のユニッ
トで、複数のユニットで、又は他の機能ユニットの一部として実現される場合がある。係
るように、本発明は、単一のユニットで実現されるか、又は異なるユニットとプロセッサ
との間で物理的及び機能的に分散される場合がある。
【０１１５】
　本発明は幾つかの実施の形態と共に記載されたが、本実施の形態で述べた特定の形式に
限定されるものではない。むしろ、本発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ制限さ
れる。さらに、ある特徴は、特定の実施の形態と共に記載されるように見えるが、当業者
であれば、記載される実施の形態の様々な特徴が本発明に従って結合されることを認識さ
れるであろう。請求項において、用語「備える“comprising”」は、他の構成要素又はス
テップの存在を排除するものではない。
【０１１６】
　さらに、個々に列挙されたが、複数の手段、構成要素又は方法ステップは、例えば単一
のユニット又はプロセッサにより実現される場合がある。更に、個々の特徴が異なる請求
項に含まれる場合があるが、これらは有利にも結合される場合があり、異なる請求項に含
むことは、特徴の組み合わせが実施可能及び／有利ではないことを意味するものではない
。また、請求項の１つのカテゴリにおいてある特徴を包むことは、このカテゴリに制限さ
れることを意味するものではないが、この特徴が必要に応じて他の請求項のカテゴリにも
同様に適用可能であることを示す。さらに、請求項における特徴の順序は、特徴が機能し
なければならない特定の順序を意味するものではなく、特に、方法の請求項における個々
のステップの順序は、ステップがこの順序で実行される必要があることを意味するもので
はない。むしろ、ステップは、適切な順序で実行される場合がある。さらに、単数の参照
は、複数であることを排除しない。従って、“a”、“an”、“first”、“second”等は
、複数であることを排除しない。例を明確にするために提供された請求項における参照符
号は、請求項の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。
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