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(57)【要約】
　インテリジェント音声ミキシング技術を利用する処理
エンジンへのインターフェースを提供するための方法は
、音声混合内の音源の知覚位置を、聴取者に対する現在
の知覚位置から聴取者に対する新しい知覚位置へ変更す
るための要求を受信することを含むことができる。音声
混合は、少なくとも２つの音源を含むことができる。ま
たこの命令は、処理エンジンに音源の知覚位置を現在の
知覚位置から新しい知覚位置へ、別個の前景処理と背景
処理によって変更させるように構成された１つまたは複
数の制御信号を生成することを含むことができる。また
この方法は、処理エンジンに１つまたは複数の制御信号
を提供することを含むことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インテリジェント音声ミキシング技術を利用する処理エンジンへのインターフェースを
提供するための方法であって、
　聴取者に対する現在の知覚位置から前記聴取者に対する新しい知覚位置へ、少なくとも
２つの音源を備える音声混合内の音源の知覚位置を変更するための要求を、イベントによ
ってトリガすることと、
　前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を前記現在の知覚位置から前記新しい知覚
位置へ、別個の前景処理と背景処理によって変更させるように構成された１つまたは複数
の制御信号を生成することと、
　前記１つまたは複数の制御信号を前記処理エンジンに提供することと
を備える、方法。
【請求項２】
　別個の前景処理および背景処理が、
　入力音源を前景信号と背景信号に分割することと、
　前記前景信号を前記背景信号とは異なるように処理することと、
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記背景処理が、前記背景信号を前記前景信号より拡散して聞こえるように処理するこ
とを備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つまたは複数の制御信号が、前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を、前
記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ徐々に変更させる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記処理エンジンのパラメータに新しい値を決定することをさらに備え、前記新しい値
が前記新しい知覚位置に対応し、前記１つまたは複数の制御信号が前記パラメータを前記
新しい値に設定するためのコマンドを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前
景領域内の移行を備え、さらに前記処理エンジンの前景角度制御コンポーネントのパラメ
ータに新しい値を決定することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背
景領域内の移行を備え、さらに前記処理エンジンの背景角度制御コンポーネントのパラメ
ータに新しい値を決定することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背
景領域から前記聴取者に対する前景領域への移行を備え、さらに前記処理エンジンの前景
角度制御コンポーネント、前記処理エンジンの前景減衰コンポーネント、および前記処理
エンジンの背景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値を決定することを備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前
景領域から前記聴取者に対する背景領域への移行を備え、さらに前記処理エンジンの背景
角度制御コンポーネント、前記処理エンジンの背景減衰コンポーネント、および前記処理
エンジンの前景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値を決定することを備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　インテリジェント音声ミキシング技術を利用する処理エンジンへのインターフェースを
提供するための装置であって、
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　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信するメモリと、
　前記メモリに格納された命令であって、
　　聴取者に対する現在の知覚位置から前記聴取者に対する新しい知覚位置へ、少なくと
も２つの音源を備える音声混合内の音源の知覚位置を変更するための要求を、イベントに
よってトリガする、
　　前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を前記現在の知覚位置から前記新しい知
覚位置へ、別個の前景処理と背景処理によって変更させるように構成された１つまたは複
数の制御信号を生成する、
　　前記１つまたは複数の制御信号を前記処理エンジンに提供する
ように実行可能である命令と
を備える装置。
【請求項１１】
　別個の前景処理と背景処理が、
　入力音源を前景信号と背景信号に分割することと、
　前記前景信号を前記背景信号とは異なるように処理することと
を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記背景処理が、前記背景信号を前記前景信号より拡散して聞こえるように処理するこ
とを備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記１つまたは複数の制御信号が、前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を、前
記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ徐々に変更させる、請求項１０に記載の装置
。
【請求項１４】
　前記命令が、前記処理エンジンのパラメータに新しい値を決定するようにも実行可能で
あり、前記新しい値が前記新しい知覚位置に対応し、前記１つまたは複数の制御信号が前
記パラメータを前記新しい値に設定するためのコマンドを備える、請求項１０に記載の装
置。
【請求項１５】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前
景領域内の移行を備え、前記命令が、前記処理エンジンの前景角度制御コンポーネントの
パラメータに新しい値を決定するように実行可能でもある、請求項１０に記載の装置。
【請求項１６】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背
景領域内の移行を備え、前記命令が、前記処理エンジンの背景角度制御コンポーネントの
パラメータに新しい値を決定するように実行可能でもある、請求項１０に記載の装置。
【請求項１７】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背
景領域から前記聴取者に対する前景領域への移行を備え、前記命令が、前記処理エンジン
の前景角度制御コンポーネント、前記処理エンジンの前景減衰コンポーネント、および前
記処理エンジンの背景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値を決定するように実行
可能でもある、請求項１０に記載の装置。
【請求項１８】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前
景領域から前記聴取者に対する背景領域への移行を備え、前記命令が、前記処理エンジン
の背景角度制御コンポーネント、前記処理エンジンの背景減衰コンポーネント、および前
記処理エンジンの前景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値を決定するように実行
可能でもある、請求項１０に記載の装置。
【請求項１９】
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　移動体装置上で音声ミキシング技術を利用する処理エンジンへのインターフェースを提
供する命令を備えるコンピュータ可読媒体であって、プロセッサによって実行されると前
記プロセッサに、
　聴取者に対する現在の知覚位置から前記聴取者に対する新しい知覚位置へ、少なくとも
２つの音源を備える音声混合内の音源の知覚位置を変更するための要求を、イベントによ
ってトリガさせる、
　前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を前記現在の知覚位置から前記新しい知覚
位置へ、別個の前景処理と背景処理によって変更させるように構成された１つまたは複数
の制御信号を生成させる、
　前記１つまたは複数の制御信号を前記処理エンジンに提供させる
コンピュータ可読媒体。
【請求項２０】
　別個の前景処理および背景処理が、
　入力音源を前景信号と背景信号に分割することと、
　前記前景信号を前記背景信号とは異なるように処理することと
を備える、請求項１９に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２１】
　前記背景処理が、前記背景信号を前記前景信号より拡散して聞こえるように処理するこ
とを備える、請求項２０に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２２】
　前記１つまたは複数の制御信号が、前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を、前
記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ徐々に変更させる、請求項１９に記載のコン
ピュータ可読媒体。
【請求項２３】
　前記命令が、前記プロセッサに前記処理エンジンのパラメータに新しい値を決定させ、
前記新しい値が前記新しい知覚位置に対応し、前記１つまたは複数の制御信号が前記パラ
メータを前記新しい値に設定するためのコマンドを備える、請求項１９に記載のコンピュ
ータ可読媒体。
【請求項２４】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前
景領域内の移行を備え、前記命令がまた前記プロセッサに、前記処理エンジンの前景角度
制御コンポーネントのパラメータに新しい値を決定させる、請求項１９に記載のコンピュ
ータ可読媒体。
【請求項２５】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背
景領域内の移行を備え、前記命令がまた前記プロセッサに、前記処理エンジンの背景角度
制御コンポーネントのパラメータに新しい値を決定させる、請求項１９に記載のコンピュ
ータ可読媒体。
【請求項２６】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背
景領域から前記聴取者に対する前景領域への移行を備え、前記命令がまた前記プロセッサ
に、前記処理エンジンの前景角度制御コンポーネント、前記処理エンジンの前景減衰コン
ポーネント、および前記処理エンジンの背景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値
を決定させる、請求項１９に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２７】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前
景領域から前記聴取者に対する背景領域への移行を備え、前記命令がまた前記プロセッサ
に、前記処理エンジンの背景角度制御コンポーネント、前記処理エンジンの背景減衰コン
ポーネント、および前記処理エンジンの前景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値
を決定させる、請求項１９に記載のコンピュータ可読媒体。
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【請求項２８】
　インテリジェント音声ミキシング技術を利用する処理エンジンへのインターフェースを
提供するための装置であって、
　聴取者に対する現在の知覚位置から前記聴取者に対する新しい知覚位置へ、少なくとも
２つの音源を備える音声混合内の音源の知覚位置を変更するための要求を、イベントによ
ってトリガするための手段と、
　前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を前記現在の知覚位置から前記新しい知覚
位置へ、別個の前景処理と背景処理によって変更させるように構成された１つまたは複数
の制御信号を生成するための手段と、
　前記１つまたは複数の制御信号を前記処理エンジンに提供するための手段と
を備える装置。
【請求項２９】
　別個の前景処理および背景処理が、
　入力音源を前景信号と背景信号に分割することと、
　前記前景信号を前記背景信号とは異なるように処理することと
を備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記背景処理が、前記背景信号を前記前景信号より拡散して聞こえるように処理するこ
とを備える、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記１つまたは複数の制御信号が、前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を、前
記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ徐々に変更させる、請求項２８に記載の装置
。
【請求項３２】
　前記処理エンジンのパラメータに新しい値を決定することをさらに備え、前記新しい値
が前記新しい知覚位置に対応し、前記１つまたは複数の制御信号が前記パラメータを前記
新しい値に設定するためのコマンドを備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３３】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前
景領域内の移行を備え、さらに前記処理エンジンの前景角度制御コンポーネントのパラメ
ータに新しい値を決定するための手段を備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３４】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背
景領域内の移行を備え、さらに前記処理エンジンの背景角度制御コンポーネントのパラメ
ータに新しい値を決定するための手段を備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３５】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背
景領域から前記聴取者に対する前景領域への移行を備え、さらに前記処理エンジンの前景
角度制御コンポーネント、前記処理エンジンの前景減衰コンポーネント、および前記処理
エンジンの背景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値を決定するための手段を備え
る、請求項２８に記載の装置。
【請求項３６】
　前記現在の知覚位置から前記新しい知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前
景領域から前記聴取者に対する背景領域への移行を備え、さらに前記処理エンジンの背景
角度制御コンポーネント、前記処理エンジンの背景減衰コンポーネント、および前記処理
エンジンの前景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値を決定するための手段を備え
る、請求項２８に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本開示は、概して音声処理に関する。より詳細には本開示は、音声混合の中の音源を処
理することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　音声処理という用語は、音声信号を処理することを指すことができる。音声信号は、音
声、すなわち人が聞こえる範囲内である音を表す電気信号である。音声信号は、ディジタ
ルかアナログである場合がある。
【０００３】
　多くの様々なタイプの装置は、音声処理技術を使用することがある。そのような装置の
例には、音楽プレーヤ、デスクトップおよびラップトップ・コンピュータ、ワークステー
ション、無線通信装置、無線移動体装置、無線電話、直接双方向通信装置、衛星ラジオ装
置、インターコム装置、無線放送装置、自動車、船舶、および航空機に使用されるオンボ
ード・コンピュータ、ならびに他の多種多様な装置がある。
【０００４】
　列挙したもののような多くの装置は、ユーザに音声を配信する目的で、音声処理技術を
利用することがある。ユーザは、ステレオヘッドホンまたはスピーカなど、音声出力装置
を通して音声を聞くことができる。音声出力装置は、複数の出力チャネルを有することが
できる。例えば、ステレオ出力装置（例えば、ステレオヘッドホン）は、２つの出力チャ
ネル、すなわち左出力チャネルと右出力チャネルを有することができる。
【０００５】
　ある状況下では、複数の音声信号が合わせて加算されることが可能である。この加算の
結果は、音声混合と呼ばれることがある。加算が行われる前の音声信号は、音源と呼ばれ
ることがある。上記のように、本開示は、概して音声処理に関し、より詳細には、音声混
合の中の音源を処理することに関する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】聴取者に対して異なる知覚位置を有する２つの音源を示す例の図。
【図２】複数の音源の知覚差異化を容易にする装置を示す図。
【図２Ａ】複数の音源の知覚差異化を容易にするプロセッサを示す図。
【図３】インテリジェント音声ミキシング技術を利用する処理エンジンへのインターフェ
ースを提供するための方法を示す図。
【図４】図３に示す方法に対応する手段と機能ブロックを示す図。
【図５】図２に示す装置で利用されることが可能である音源プロセッサを示す図。
【図６】図５に示す音源プロセッサの１つの可能な実装を示す図。
【図７】図６の音源プロセッサにおける前景角度制御コンポーネントの１つの可能な実装
を示す図。
【図８】図６の音源プロセッサにおける背景角度制御コンポーネントの１つの可能な実装
を示す図。
【図９Ａ】図６の音源プロセッサにおける前景減衰スカラおよび背景減衰スカラに可能な
値の例を示す図。
【図９Ｂ】図６の音源プロセッサにおける前景減衰スカラおよび背景減衰スカラに可能な
値の例を示す図。
【図１０】図６の音源プロセッサにおける前景減衰スカラおよび背景減衰スカラに可能な
値の例を示す図。
【図１１】図７の前景角度制御コンポーネントにおける前景角度制御スカラに可能な値の
例を示す図。
【図１２】図７の前景角度制御コンポーネントにおける前景ミキシング・スカラに可能な
値の例を示す図。
【図１３】図８の背景角度制御コンポーネントにおける背景ミキシング・スカラに可能な
値の例を示す図。
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【図１４】音声混合の中で音源に異なる知覚位置を提供するための方法を示す図。
【図１５】図１４に示す方法に対応する手段と機能を示す図。
【図１６】音源の知覚位置を変更するための方法を示す図。
【図１７】図１６に示す方法に対応する手段と機能を示す図。
【図１８】単一チャネル（モノ）の音声信号を処理するように構成された音源プロセッサ
を示す図。
【図１９】図１８の音源プロセッサにおける前景角度制御コンポーネントの１つの可能な
実装を示す図。
【図２０】本明細書に記載する方法を実施するために使用されることが可能である装置に
利用可能である様々な構成要素を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　インテリジェント音声ミキシング技術を利用する処理エンジンへのインターフェースを
提供するための方法が開示される。この方法は、聴取者に対して現在の知覚位置から聴取
者に対して新しい知覚位置へ音声混合内の音源の知覚位置を変更するための要求を、イベ
ントによってトリガすることを含むことができる。音声混合は、少なくとも２つの音源を
含むことができる。またこの方法は、処理エンジンに音源の知覚位置を、現在の知覚位置
から新しい知覚位置へ、別個の前景処理と背景処理によって変更させるように構成され、
１つまたは複数の制御信号を含むことができる。またこの方法は、処理エンジンに１つま
たは複数の制御信号を提供することを含むことができる。
【０００８】
　インテリジェント音声ミキシング技術を利用する処理エンジンへのインターフェースを
提供するための装置もまた、開示される。この装置は、プロセッサと、プロセッサと電子
通信するメモリとを含む。メモリには、命令が格納されている。この命令は、聴取者に対
して現在の知覚位置から聴取者に対して新しい知覚位置へ音声混合内の音源の知覚位置を
変更するための要求を、イベントによってトリガするように実行可能である場合がある。
音声混合は、少なくとも２つの音源を含むことができる。またこの命令は、処理エンジン
に音源の知覚位置を現在の知覚位置から新しい知覚位置へ、別個の前景処理と背景処理に
よって変更させるように構成された１つまたは複数の制御信号を生成するように実行可能
である場合もある。またこの命令は、処理エンジンに１つまたは複数の制御信号を提供す
るように実行可能にすることもできる。
【０００９】
　コンピュータ可読媒体もまた開示される。このコンピュータ可読媒体は、移動体装置上
で音声ミキシング技術を利用する処理エンジンへのインターフェースを提供する命令を含
むことができる。この命令は、プロセッサによって実行されるとプロセッサに、聴取者に
対する現在の知覚位置から聴取者に対する新しい知覚位置へ音声混合内の音源の知覚位置
を変更するための要求を、イベントによってトリガさせることができる。音声混合は、少
なくとも２つの音源を含むことができる。またこの命令は、処理エンジンに音源の知覚位
置を現在の知覚位置から新しい知覚位置へ、別個の前景処理と背景処理によって変更させ
るように構成された１つまたは複数の制御信号を、プロセッサに生成させることができる
。またこの命令は、プロセッサが処理エンジンに１つまたは複数の制御信号を提供するよ
うにすることができる。
【００１０】
　インテリジェント音声ミキシング技術を利用する処理エンジンへのインターフェースを
提供するための装置もまた開示されている。この装置は、聴取者に対する現在の知覚位置
から聴取者に対する新しい知覚位置へ音声混合内の音源の知覚位置を変更するための要求
を、イベントによってトリガするための手段を含むことができる。音声混合は、少なくと
も２つの音源を含むことができる。またこの命令は、処理エンジンに音源の知覚位置を現
在の知覚位置から新しい知覚位置へ、別個の前景処理と背景処理によって変更させるよう
に構成された１つまたは複数の制御信号を生成するための手段を含む場合もある。またこ
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の装置は、処理エンジンに１つまたは複数の制御信号を提供するための手段を含むことが
できる。
【００１１】
　本開示は、インテリジェント音声ミキシング技術に関する。より詳細には、本開示は、
音声混合を聞いている間に聴取者が異なる音源をよりよく区別できるように、音声混合内
の音源に異なる知覚位置を提供するための技術に関する。簡単な例を挙げると、第１の音
源は、聴取者の前にある知覚位置を提供される場合があり、第２の音源は、聴取者の後ろ
にある知覚位置を提供される場合がある。したがって、聴取者は、第１の音源を、聴取者
の前である位置から来ているとして知覚することができ、一方第２の音源を、聴取者の後
ろである位置から来ているとして知覚することができる。聴取者が前と後ろの位置を区別
する方法を提供することに加えて、異なる音源は、異なる角度、または歪度を提供される
こともある。例えば、第１の音源は、聴取者の前、かつ左にある知覚位置を提供される場
合があり、第２の音源は、聴取者の後ろ、かつ右にある知覚位置を提供される場合がある
。異なる知覚位置を有する音声混合の中の異なる音源に、異なる知覚位置を提供すること
は、ユーザが音源間でより良く識別する助けとなるが可能である。
【００１２】
　本明細書に記載する技術が利用されることが可能である多くの状況がある。１つの例は
、無線通信装置のユーザが、電話の呼を受信するときに無線通信装置で音楽を聴いている
ときである。ユーザは、電話の呼の間、音楽が電話の呼を妨げることなく、音楽を聴き続
けることが望ましい場合がある。別の例は、ユーザが、音楽または他のタイプのオーディ
オプログラムを聴きながらコンピュータ上でインスタント・メッセージング（ＩＭ）の会
話に参加しているときである。ユーザは、ＩＭクライアントによって再生される音を聞く
ことができることが望ましい場合がある。当然ながら、本開示に関連している可能性があ
る他の多くの例がある。本明細書に記載する技術は、ユーザが音声混合内の音源間で知覚
的に区別することが望ましい可能性があるいかなる状況にも適用されることが可能である
。
【００１３】
　上に示すように、ある環境下では、複数の音声信号が合わせて加算される場合がある。
この加算の結果は、音声混合と呼ばれることがある。加算が行われる前の音声信号は、音
源と呼ばれることがある。
【００１４】
　音源は、高帯域音声信号であることがあり、周波数解析で複数の周波数成分を有する可
能性がある。本明細書で使用する、「ミキシング」という用語は、加算を用いて２つの音
源の時間領域値（アナログかディジタル）を結合することを指す。
【００１５】
　図１は、聴取者１０４に対して異なる知覚位置を有する２つの音源１０２ａ、１０２ｂ
を示す例を説明している。この２つの音源１０２ａ、１０２ｂは、聴取者１０４が聞いて
いる音声混合の一部である場合がある。第１の音源１０２ａの知覚位置は、前景領域１０
６に、かつ聴取者１０４の左にあるように示されている。言い換えれば、音声混合を聞い
ている間、聴取者１０４は、第１の音源１０２ａを聴取者の前、かつ聴取者の左にあるも
のとして知覚することができる。第２の音源１０２ｂの知覚位置は、背景領域１０８の、
聴取者１０４の右にあるものとして示されている。言い換えれば、音声混合を聞いている
間、聴取者１０４は、第２の音源１０２ｂを聴取者の後ろ、かつ聴取者の右にあるものと
して知覚することができる。
【００１６】
　図１はまた、音源１０２の知覚位置が、本明細書では知覚アジマス角、または単に知覚
角度と呼ばれることがあるパラメータによってどのように測定可能であるかを示している
。図１に示すように、知覚角度は、知覚角度０°が、聴取者１０４の真正面の知覚位置に
相当するように定義されることが可能である。さらに知覚角度は、時計回りに、最大３６
０°（０°に相当する）まで増加するように定義されることが可能である。この定義に従
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って、図１に示す第１の音源１０２ａの知覚角度は、２７０°と３６０°（０°）の間で
あり、図１に示す第２の音源１０２ｂの知覚角度は、９０°と１８０°の間である。２７
０°と３６０°（０°）または０°と９０°の間の知覚角度を有する音源１０２の知覚位
置が、前景領域１０６であり、９０°と２７０°の間の知覚角度を有する音源１０２の知
覚位置が、背景領域１０８である。
【００１７】
　前述した知覚角度の定義は、本開示を通して使用される。しかしながら、知覚角度は、
異なるように定義され、それでもやはり本開示と一致する場合がある。
【００１８】
　「前景領域」および「背景領域」という用語は、図１に示す特定の前景領域１０６およ
び背景領域１０８に限定されるべきではない。正しくは、「前景領域」という用語は、一
般に聴取者１０４の前にある領域を指すものと解釈されるべきであるが、「背景領域」と
いう用語は、一般に聴取者１０４の後ろにある領域を指すものと解釈されるべきである。
例えば、図１では、前景領域１０６および背景領域１０８は、共に１８０°であるとして
示されている。しかし、代替的には、前景領域１０６は１８０°より大きい場合があり、
背景領域１０８は１８０°より小さい場合がある。さらに代替的には、前景領域１０６は
１８０°より小さい場合があり、背景領域１０８は１８０°より大きい場合がある。さら
に代替的には、前景領域１０６および背景領域１０８が共に１８０°より小さい場合があ
る。
【００１９】
　図２は、複数の音源２０２の知覚差異化を容易にする知覚装置２００を示している。装
置２００は、処理エンジン２１０を含んでいる。処理エンジン２１０は、入力として複数
の音源２０２’を受信しているように示されている。第１の音声ユニット２１４ａからの
第１の入力音源２０２ａ’、第２の音声ユニット２１４ｂからの第２の入力音源２０２ｂ
’、および第Ｎの音声ユニット２１４ｎからの第Ｎの入力音源２０２ｎ’が、図２に示さ
れている。処理エンジン２１０は、音声混合２１２を出力しているように示されている。
聴取者１０４は、ステレオヘッドホンなどの音声出力装置を通して音声混合２１２を聞く
ことができる。
【００２０】
　処理エンジン２１０は、インテリジェント音声ミキシング技術を利用するように構成さ
れることが可能である。また処理エンジン２１０は、いくつかの音源プロセッサ２１６を
備えて示されている。各音源プロセッサ２１６は、入力音源２０２’を処理して、聴取者
１０４に対して異なる知覚位置を含む音源２０２を出力するように構成されることが可能
である。詳細には、処理エンジン２１０は、第１の入力音源２０２ａ’を処理し、聴取者
１０４に対して異なる知覚位置を含む第１の音源２０２ａを出力する第１の音源プロセッ
サ２１６ａを備えて示されている。また処理エンジン２１０は、第２の入力音源２０２ｂ
’を処理し、聴取者１０４に対して異なる知覚位置を含む第２の音源２０２ｂを出力する
第２の音源プロセッサ２１６ｂを備えて示されている。また、処理エンジン２１０は、第
Ｎの入力音源２０２ｎ’を処理し、聴取者１０４に対して異なる知覚位置を含む第Ｎの音
源２０２ｎを出力する第Ｎの音源プロセッサ２１６ｎを備えて示されている。加算器２２
０が音源２０２を結合して音声混合２１２にし、これが処理エンジン２１０によって出力
されることが可能である。
【００２１】
　音源プロセッサ２１６のそれぞれは、音源２０２に聴取者１０４に対して異なる知覚位
置を与えるために、本開示に記載する方法を利用するように構成されることが可能である
。あるいは音源プロセッサ２１６は、音源２０２に聴取者１０４に対して異なる知覚位置
を与えるために、他の方法を利用するように構成されることが可能である。例えば、音源
プロセッサ２１６は、頭部伝達関数（ＨＲＴＦ）に基づく方法を利用するように構成され
ることが可能である。
【００２２】
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　図２に示す装置２００はまた、制御ユニット２２２を含んでいる。制御ユニット２２２
は、処理エンジン２１０へのインターフェースを提供するように構成されることが可能で
ある。例えば、制御ユニット２２２は、要求しているエンティティが、制御ユニット２２
２を介して音源２０２の１つまたは複数の知覚位置を変更することができるように構成さ
れることが可能である。
【００２３】
　図２は、音源２０２の１つの知覚位置を新しい知覚位置に変更するための要求２２４を
受信している制御ユニット２２２を示している。要求２２４は、ユーザがボタンを押す、
着呼が受信される、プログラムが開始されるもしくは終了されるなどのイベントによって
トリガされることが可能である。要求２２４は、その知覚位置を変更されることになる特
定の音源２０２を識別する識別子２２６を含んでいる。また要求２２４は、音源２０２の
新しい知覚位置を示している。詳細には、要求２２４は、音源２０２の新しい知覚位置に
対応する知覚角度の指示２２８を含んでいる。また要求２２４は、新しい知覚位置に移行
するための所望の期間の指示２３０を含んでいる。
【００２４】
　要求２２４を受信することに応答して、制御ユニット２２２は、１つまたは複数の制御
信号２３２を生成し、処理エンジン２１０に提供することができる。制御信号２３２は、
処理エンジン２１０に、適用できる音源２０２の知覚位置を、その現在の知覚位置から要
求２２４によって指定される新しい知覚位置へ変更させるように構成されることが可能で
ある。制御ユニット２２２は、制御信号２３２を処理エンジン２１０に提供することがで
きる。制御信号２３２を受信することに応答して、処理エンジン２１０（およびより具体
的には、適用できる音源プロセッサ２１６）は、適用できる音源２０２の知覚位置を、そ
の現在の知覚位置から要求２２４によって指定される新しい知覚位置へ変更することがで
きる。
【００２５】
　１つの可能な実装では、制御ユニット２２２はＡＲＭプロセッサとすることができ、処
理エンジン２１０は、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）とすることができる。このよ
うな実装で、制御信号２３２は、ＡＲＭプロセッサがＤＳＰに送信する制御コマンドとす
ることができる。
【００２６】
　あるいは、制御ユニット２２２は、アプリケーション・プログラミング・インターフェ
ース（ＡＰＩ）とすることができる。処理エンジン２１０は、プロセッサによって実行さ
れているソフトウェア・コンポーネント（例えばアプリケーション、モジュール、ルーチ
ン、サブルーチン、プロシージャ、関数など）とすることができる。このような実装で、
要求２２４は、ソフトウェア・コンポーネント（処理エンジン２１０として働くソフトウ
ェア・コンポーネント、または別のソフトウェア・コンポーネント）からもたらされるこ
とが可能である。要求２２４を送信するソフトウェア・コンポーネントは、ユーザインタ
ーフェースの一部とすることができる。
【００２７】
　いくつかの実装では、処理エンジン２１０および／または制御ユニット２２２は、移動
体装置内に実装されることが可能である。移動体装置のいくつかの例には、携帯電話、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップ・コンピュータ、スマートフォン、ポータブル・メ
ディアプレーヤ、携帯型ゲーム機などが含まれる。
【００２８】
　図２Ａは、複数の音源２０２Ａの知覚差異化を容易にするプロセッサ２０１Ａを示して
いる。プロセッサ２０１Ａは、音源ユニット・エンジン２１０Ａを含んでいる。音源ユニ
ット・エンジン２１０Ａは、入力として複数の音源２０２Ａ’を受信するように示されて
いる。詳細には、第１の音声ユニット２１４Ａ（１）からの第１の入力音源２０２Ａ（１
）’、第２の音声ユニット２１４Ａ（２）からの第２の入力音源２０２Ａ（２）’、およ
び第Ｎの音声ユニット２１４Ａ（Ｎ）からの第Ｎの入力音源２０２Ａ（Ｎ）’が、図２Ａ
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に示されている。音源ユニット・エンジン２１０Ａは、音声混合２１２Ａを出力するよう
に示されている。聴取者１０４は、ステレオヘッドホンなどの音声出力装置を通して音声
混合２１２Ａを聞くことができる。
【００２９】
　音源ユニット・エンジン２１０Ａは、インテリジェント音声ミキシング技術を利用する
ように構成されることが可能である。音源ユニット・エンジン２１０Ａはまた、いくつか
の音源ユニット２１６Ａを備えて示されている。各音源プロセッサ２１６Ａは、入力音源
２０２Ａ’を処理して、聴取者１０４に対して異なる知覚位置を含む音源２０２Ａを出力
するように構成されることが可能である。詳細には、音源ユニット・エンジン２１０Ａは
、第１の入力音源２０２Ａ（１）’を処理し、聴取者１０４に対して異なる知覚位置を含
んでいる第１の音源２０２Ａ（１）を出力する、第１の音源ユニット２１６Ａ（１）を備
えて示されている。また音源ユニット・エンジン２１０Ａは、第２の入力音源２０２Ａ（
２）’を処理し、聴取者１０４に対して異なる知覚位置を含んでいる第２の音源２０２Ａ
（２）を出力する、第２の音源ユニット２１６Ａ（２）を備えて示されている。また音源
ユニット・エンジン２１０Ａは、第Ｎの入力音源２０２Ａ（Ｎ）’を処理し、聴取者１０
４に対して異なる知覚位置を含んでいる第Ｎの音源２０２Ａ（Ｎ）を出力する、第Ｎの音
源ユニット２１６Ａ（Ｎ）を備えて示されている。加算器２２０Ａが、音源２０２Ａを結
合して音声混合２１２Ａにすることができ、これが音源ユニット・エンジン２１０Ａによ
って出力される。
【００３０】
　音源ユニット２１６のそれぞれは、音源２０２Ａに聴取者１０４に対して異なる知覚位
置を与えるために、本開示に記載する方法を利用するように構成されることが可能である
。あるいは音源ユニット２１６Ａは、音源２０２Ａに聴取者１０４に対して異なる知覚位
置を与えるために、他の方法を利用するように構成されることが可能である。例えば、音
源ユニット２１６Ａは、頭部伝達関数（ＨＲＴＦ）に基づく方法を利用するように構成さ
れることが可能である。
【００３１】
　図２Ａに示すプロセッサ２０１Ａはまた、制御ユニット２２２Ａを含んでいる。制御ユ
ニット２２２Ａは、音源ユニット・エンジン２１０Ａへのインターフェースを提供するよ
うに構成されることが可能である。例えば、制御ユニット２２２Ａは、要求しているエン
ティティが、制御ユニット２２２Ａを介して音源２０２Ａの１つまたは複数の知覚位置を
変更することができるように構成されることが可能である。
【００３２】
　図２Ａは、音源２０２Ａの１つの知覚位置を新しい知覚位置に変更するための要求２２
４Ａを受信している制御ユニット２２２Ａを示している。要求２２４Ａは、その知覚位置
を変更されることになる特定の音源２０２Ａを識別する識別子２２６Ａを含んでいる。ま
た要求２２４Ａは、音源２０２Ａの新しい知覚位置を示している。詳細には、要求２２４
Ａは、音源２０２Ａの新しい知覚位置に対応する知覚角度の指示２２８Ａを含んでいる。
また要求２２４Ａは、新しい知覚位置に移行するための所望の期間の指示２３０Ａを含ん
でいる。
【００３３】
　要求２２４Ａを受信することに応答して、制御ユニット２２２Ａは、１つまたは複数の
制御信号２３２Ａを生成し、音源ユニット・エンジン２１０Ａに提供することができる。
制御信号２３２Ａは、音源ユニット・エンジン２１０Ａに、適用できる音源２０２Ａの知
覚位置を、その現在の知覚位置から要求２２４Ａによって指定される新しい知覚位置へ変
更させるように構成されることが可能である。制御ユニット２２２Ａは、制御信号２３２
Ａを音源ユニット・エンジン２１０Ａに提供することができる。制御信号２３２Ａを受信
することに応答して、音源ユニット・エンジン２１０Ａ（およびより具体的には、適用で
きる音源ユニット２１６Ａ）は、適用できる音源２０２Ａの知覚位置を、その現在の知覚
位置から要求２２４Ａによって指定される新しい知覚位置へ変更することができる。
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【００３４】
　図３は、インテリジェント音声ミキシング技術を利用する処理エンジン２１０へのイン
ターフェースを提供するための方法３００を示している。図示した方法３００は、図２に
示す装置２００の中の制御ユニット２２２によって行われることが可能である。
【００３５】
　方法３００に従って、音源２０２の知覚位置を変更するための要求２２４が受信される
３０２ことが可能である。新しい知覚位置と関連する処理エンジン２１０のパラメータの
値が、決定される３０４ことが可能である。パラメータを新しい値に設定するために、コ
マンドが生成される３０６ことが可能である。制御信号２３２が生成される３０８ことが
可能である。制御信号２３２は、パラメータを新しい値に設定するためのコマンドを含む
ことができ、したがって制御信号２３２は、処理エンジン２１０に、音源２０２の知覚位
置を、その現在の知覚位置から要求２２４によって指定される新しい知覚位置へ変更させ
るように構成されることが可能である。制御信号２３２は、処理エンジン２１０に提供さ
れる３１０ことが可能である。制御信号２３２を受信することに応答して、処理エンジン
２１０は、音源２０２の知覚位置を新しい知覚位置に変更することができる。
【００３６】
　上述の図３の方法は、図４に示す、対応する手段と機能ブロックによって行われること
が可能である。言い換えれば、図３に示すブロック３０２から３１０は、図４に示す手段
と機能ブロック４０２から４１０に対応する。
【００３７】
　図５は、図２に示す装置２００で利用されることが可能である音源プロセッサ５１６を
示している。音源プロセッサ５１６は、音声混合２１２内の音源２０２の知覚位置を変更
するように構成されることが可能である。これは、入ってくる入力音源２０２’を別個の
前景処理と背景処理によって実現されることが可能である。より具体的には、音源プロセ
ッサ５１６は、入ってくる入力音源２０２’を２つの信号、すなわち前景信号と背景信号
に分けることができる。前景信号と背景信号は、その後別々に処理されることが可能であ
る。言い換えれば、前景信号が処理される方法には、背景信号が処理される方法と比較す
ると、少なくとも１つの違いがある可能性がある。
【００３８】
　音源プロセッサ５１６は、前景角度制御コンポーネント５３４と、前景信号を処理する
ための前景減衰コンポーネント５３６を備えて示されている。また音源プロセッサ５１６
は、背景角度制御コンポーネント５３８と、背景信号を処理するための背景減衰コンポー
ネント５４０を備えて示されている。
【００３９】
　前景角度制御コンポーネント５３４は、前景信号が前景領域１０６内に知覚角度を含む
ように前景信号を処理する構成とすることが可能である。この知覚角度は、前景知覚角度
と呼ばれることがある。前景減衰コンポーネント５３６は、前景信号の所望のレベルの減
衰を行うために、前景信号を処理するように構成されることが可能である。
【００４０】
　背景角度制御コンポーネント５３８は、背景信号が背景領域１０８内に知覚角度を含む
ように背景信号を処理する構成とすることが可能である。この知覚角度は、背景知覚角度
と呼ばれることがある。背景減衰コンポーネント５４０は、背景信号の所望のレベルの減
衰を行うために、背景信号を処理するように構成されることが可能である。
【００４１】
　前景角度制御コンポーネント５３４、前景減衰コンポーネント５３６、背景角度制御コ
ンポーネント５３８、および背景減衰コンポーネント５４０は、音源２０２の知覚位置を
提供するために合わせて機能することができる。例えば、前景領域１０６内となる知覚位
置を提供するために、背景減衰コンポーネント５４０は、背景信号を減衰するように構成
されることが可能であり、前景減衰コンポーネント５３６は、前景信号が減衰されること
なく通過することができるように構成されることが可能である。前景角度制御コンポーネ
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ント５３４は、前景領域１０６内に適切な知覚角度を提供するように構成されることが可
能である。反対に、背景領域１０８内となる知覚位置を提供するために、前景減衰コンポ
ーネント５３６は、前景信号を減衰するように構成されることが可能であり、背景減衰コ
ンポーネント５４０は、背景信号が減衰されることなく通過することができるように構成
されることが可能である。背景角度制御コンポーネント５３８は、前景領域１０８内に適
切な知覚角度を提供するように構成されることが可能である。
【００４２】
　また図５は、制御ユニット５２２によって音源プロセッサ５１６に送信されている制御
信号５３２を示している。こうした制御信号５３２は、図２の装置２００の中に示した制
御ユニット２１０によって送信されることが可能である制御信号２３２の例である。
【００４３】
　上に示すように、制御ユニット５２２は、音源２０２の知覚位置を変更するための要求
２２４を受信することに応答して制御信号５３２を生成することができる。制御信号５３
２を生成することの一環として、制御ユニット５２２は、処理エンジン２１０と関連する
、より具体的には音源プロセッサ５１６と関連するパラメータに新しい値を決定するよう
に構成されることが可能である。制御信号５３２は、パラメータを新しい値に設定するた
めのコマンドを含むことができる。
【００４４】
　制御信号５３２は、前景角度制御コマンド５４２、前景減衰コマンド５４４、背景角度
制御コマンド５４６、および背景減衰コマンド５４８を備えて示されている。前景角度制
御コマンド５４２は、前景角度制御コンポーネント５３４と関連するパラメータを設定す
るためのコマンドとすることができる。前景減衰コマンド５４４は、前景減衰コンポーネ
ント５３６と関連するパラメータを設定するためのコマンドとすることができる。背景角
度制御コマンド５４６は、背景角度制御コンポーネント５３８と関連するパラメータを設
定するためのコマンドとすることができる。背景減衰コマンド５４８は、背景減衰コンポ
ーネント５４０と関連するパラメータを設定するためのコマンドとすることができる。
【００４５】
　図６は、音源プロセッサ６１６を示している。音源プロセッサ６１６は、図５に示す音
源プロセッサ５１６の１つの可能な実装である。
【００４６】
　音源プロセッサ６１６は、入力音源６０２’を受信するように示されている。入力音源
６０２’は、２つのチャネル、すなわち左チャネル６０２ａ’と右チャネル６０２ｂ’を
有するステレオ音源である。入力音源６０２’は、２つの信号、すなわち前景信号６５０
と背景信号６５２に分割されるように示されている。前景信号６５０は、２つのチャネル
、すなわち左チャネル６５０ａと右チャネル６５０ｂを有するように示されている。同様
に背景信号６５２は、２つのチャネル、すなわち左チャネル６５２ａと右チャネル６５２
ｂを有するように示されている。前景信号は、前景パスに沿って処理されるように示され
、背景信号６５２は、背景パスに沿って処理されるように示されている。
【００４７】
　背景信号６５２の左チャネル６５２ａおよび右チャネル６５０ｂは、２つのローパスフ
ィルタ（ＬＰＦ）６６２、６６４によって処理されるように示されている。背景信号６５
２の右チャネル６５２ｂは、その後遅延線６６６によって処理されるように示されている
。遅延線６６６の長さは、比較的短い（例えば、１０ミリ秒）ことが可能である。先行音
効果により、遅延線６６６によってもたらされる両耳間時間差（ＩＴＤ）は、両チャネル
６５２ａ、６５２ｂが同じレベルに設定されるとき、音像スキューをもたらす可能性があ
る（すなわち、音が集中して認識されない）。これを打ち消すために、背景信号６５２の
左チャネル６５２ａは、その後両耳間強度差（ＩＩＤ）減衰コンポーネント６６８によっ
て処理されるように示されている。ＩＩＤ減衰コンポーネント６６８の利得は、サンプリ
ングレートおよび遅延線６６６の長さによって、調整されることが可能である。ＬＰＦ６
６２、６６４、遅延線６６６、およびＩＩＤ減衰コンポーネント６６８によって行われる
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処理は、背景信号６５２が前景信号６５０より拡散して聞こえるようにすることができる
。
【００４８】
　音源プロセッサ６１６は、前景角度制御コンポーネント６３４を備えて示されている。
上に示すように、前景角度制御コンポーネント６３４は、前景信号６５０に前景知覚角度
を提供するように構成されることが可能である。さらに、入力音源６０２’は、ステレオ
音源であるので、前景角度制御コンポーネント６３４は、前景信号の左チャネル６５０ａ
と右チャネル６５０ｂの内容のバランスを保つように構成されることも可能である。これ
は、前景信号６５０が設定されることが可能であるいかなる知覚角度に対しても前景信号
６５０の左チャネル６５０ａと右チャネル６５０ｂの内容を保護する目的で行われること
が可能である。
【００４９】
　また音源プロセッサ６１６は、背景角度制御コンポーネント６３８を備えて示されてい
る。上に示すように、背景角度制御コンポーネント６３８は、背景信号６５２に背景知覚
角度を提供するように構成されることが可能である。さらに、入力音源６０２’はステレ
オ音源であるので、背景角度制御コンポーネント６３８は、背景信号６５２の左チャネル
６５２ａと右チャネル６５２ｂの内容のバランスを保つように構成されることも可能であ
る。これは、背景信号６５２が設定されることが可能であるいかなる知覚角度に対しても
、背景信号６５２の左チャネル６５２ａと右チャネル６５２ｂの内容を保護する目的で行
われることが可能である。
【００５０】
　また音源プロセッサ６１６は、前景角度制御コンポーネント６３６を備えて示されてい
る。上に示すように、前景減衰コンポーネント６３６は、前景信号６５０の所望のレベル
の減衰を行うために、前景信号６５０を処理するように構成されることが可能である。前
景減衰コンポーネント６３６は、２つのスカラ６５４、６５６を備えて示されている。集
合的にこれらのスカラ６５４、６５６は、前景減衰スカラ６５４、６５６と呼ばれること
がある。
【００５１】
　また音源プロセッサ６１６は、背景角度制御コンポーネント６４０を備えて示されてい
る。上に示すように、背景減衰コンポーネント６４０は、背景信号６５２の所望のレベル
の減衰を行うために、背景信号６５２を処理するように構成されることが可能である。背
景減衰コンポーネント６４０は、２つのスカラ６５８、６６０を備えて示されている。集
合的にこれらのスカラ６５８、６６０は、背景減衰スカラ６５８、６６０と呼ばれること
がある。
【００５２】
　前景減衰スカラ６５４、６５６の値は、前景信号６５０の所望のレベルの減衰を実現す
るように設定されることが可能である。同様に、背景減衰スカラ６５８、６６０の値は、
背景信号６５２の所望のレベルの減衰を実現するように設定されることが可能である。例
えば、前景信号６５０を十分に減衰させるためには、前景減衰スカラ６５４、６５６は、
最小値（例えばゼロ）に設定されることが可能である。一方、前景信号６５０が減衰され
ることなく通過できるようにするためには、こうしたスカラ６５４、６５６は、最大値（
例えば１）に設定されることが可能である。
【００５３】
　加算器６７０が、前景信号６５０の左チャネル６５０ａを背景信号６５２の左チャネル
６５２ａと結合するように示されている。加算器６７０は、出力音源６０２の左チャネル
６０２ａを出力するように示されている。別の加算器６７２が、前景信号６５０の右チャ
ネル６５０ｂを背景信号６５２の右チャネル６５２ｂと結合するように示されている。こ
の加算器６７２は、出力音源６０２の右チャネル６０２ｂを出力するように示されている
。
【００５４】
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　音源プロセッサ６１６は、音源６０２の知覚位置を変更するために、別個の前景処理と
背景処理がどのように行われることが可能であるかを示している。入力音源６０２’は、
２つの信号、すなわち前景信号６５０と背景信号６５２に分割されるように示されている
。前景信号６５０と背景信号６５２は、その後別々に処理されることが可能である。言い
換えれば、背景信号６５２が処理される方法と比較すると前景信号６５０が処理される方
法には違いがある。図６に示される特定の違いは、前景信号６５０は、前景角度制御コン
ポーネント６３４および前景減衰コンポーネント６３６を用いて処理されるが、背景信号
６５２は、背景角度制御コンポーネント６３８および背景減衰コンポーネント６４０を用
いて処理されることである。さらに、背景信号６５２は、背景信号６５２が前景信号６５
０より拡散して聞こえるようにする構成要素（すなわち、ローパスフィルタ６６２、６６
４、遅延線６６６、およびＩＩＤ減衰コンポーネント６６８）を用いて処理されるが、前
景信号６５０は、こうした構成要素で処理されない。
【００５５】
　図６の音源プロセッサ６１６は、音源６０２の知覚位置を変更するために、別個の前景
処理と背景処理が行われることが可能である１つの方法のほんの一例である。別個の前景
処理と背景処理は、図６に示すものとは異なる構成要素を使用して実現されることが可能
である。「別個の前景処理と背景処理」という語句は、図６に示す特定の構成要素および
構成に限定されると解釈されるべきではない。代わりとして、別個の前景と背景処理は、
入力音源６０２’が前景信号６５０と背景信号６５２に分けられ、背景信号６５２が処理
される方法と比べると、前景信号６５０が処理される方法には、少なくとも１つの違いが
あることを意味する。
【００５６】
　図７は、前景角度制御コンポーネント７３４を示している。前景角度制御コンポーネン
ト７３４は、図６の音源プロセッサ６１６の中の前景角度制御コンポーネント６３４の１
つの可能な実装である。前景角度制御コンポーネント７３４は、２つの入力、すなわち前
景信号７５０の左チャネル７５０ａと、前景信号７５０の右チャネル７５０ｂを有して示
されている。
【００５７】
　上に示すように、前景角度制御コンポーネント７３４は、前景信号７５０の左チャネル
７５０ａと右チャネル７５０ｂの内容のバランスを保つように構成されることが可能であ
る。これは、前景信号７５０の左チャネル７５０ａと右チャネル７５０ｂの内容を２つの
信号７７４ａ、７７４ｂに再分配することによって実現されることが可能である。こうし
た信号７７４ａ、７７４ｂは、内容均衡信号７７４ａ、７７４ｂと呼ばれることが可能で
ある。内容均衡信号７７４ａ、７７４ｂは、共に前景信号７５０の左チャネル７５０ａと
右チャネル７５０ｂの内容の実質的に等しい混合を含むことができる。互いからの内容均
衡信号７７４を区別するために、一方の内容均衡信号７７４ａは左内容均衡信号７７４ａ
と呼ばれることが可能であり、もう一方の内容均衡信号７７４ｂは右内容均衡信号７７４
ｂと呼ばれることが可能である。
【００５８】
　前景信号７５０の左チャネル７５０ａと右チャネル７５０ｂの内容を２つの内容均衡信
号７７４ａ、７７４ｂに再分配するために、ミキシング・スカラ７７６が使用されること
が可能である。図７では、こうしたミキシング・スカラ７７６が、ｇ＿Ｌ２Ｌスカラ７７
６ａ、ｇ＿Ｒ２Ｌスカラ７７６ｂ、ｇ＿Ｌ２Ｒスカラ７７６ｃ、およびｇ＿Ｒ２Ｒスカラ
７７６ｄと表記されている。左内容均衡信号７７４ａは、ｇ＿Ｌ２Ｌスカラ７７６ａによ
って増大された左チャネル７５０ａと、ｇ＿Ｒ２Ｌスカラ７７６ｂによって増大された右
チャネル７５０ｂを含むことができる。右内容均衡信号７７４ｂは、ｇ＿Ｒ２Ｒスカラ７
７６ｄによって増大された右チャネル７５０ｂと、ｇ＿Ｌ２Ｒスカラ７７６ｃによって増
大された左チャネル７５０ａを含むことができる。
【００５９】
　上に示すように、前景角度制御コンポーネント７３４は、前景信号７５０に対して前景
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領域１０６内に知覚角度を提供するように構成されることも可能である。これは、前景角
度制御スカラ７７８と呼ばれることが可能である２つのスカラを使用することによって、
実現されることが可能である。図７では、こうした前景角度制御スカラ７７８は、ｇ＿Ｌ
スカラ７７８ａおよびｇ＿Ｒスカラ７７８ｂと表記されている。左内容均衡信号７７４ａ
は、ｇ＿Ｌスカラ７７８ａによって増大されることが可能であり、右内容均衡信号７７４
ｂは、ｇ＿Ｒスカラ７７８ｂによって増大されることが可能である。
【００６０】
　２７０°と０°の間の知覚角度（すなわち、前景領域１０６の左側）を実現するために
、前景角度制御スカラ７７８の値は、右内容均衡信号７７４ｂが左内容均衡信号７７４ａ
より大きく減衰されるように設定されることが可能である。反対に、０°と９０°の間の
知覚角度（すなわち、前景領域１０６の右側）を実現するために、前景角度制御スカラ７
７８の値は、左内容均衡信号７７４ａが右内容均衡信号７７４ｂより大きく減衰されるよ
うに設定されることが可能である。聴取者１０４の正面（０°）である知覚位置を実現す
るために、前景角度制御スカラ７７８の値は、左内容均衡信号７７４ａおよび右内容均衡
信号７７４ｂが等しく減衰されるように設定されることが可能である。
【００６１】
　図８は、背景角度制御コンポーネント８３８を示している。背景角度制御コンポーネン
ト８３８は、図６の音源プロセッサ６１６の中の背景角度制御コンポーネント６３８の１
つの可能な実装である。背景角度制御コンポーネント８３８は、２つの入力、すなわち背
景信号８５２の左チャネル８５２ａと、背景信号８５２の右チャネル８５２ｂを有して示
されている。
【００６２】
　上に示すように、背景角度制御コンポーネント８３８は、背景信号８５２の左チャネル
８５２ａと右チャネル８５２ｂの内容のバランスを保つように構成されることが可能であ
る。これは、背景信号８５２の左チャネル８５２ａと右チャネル８５２ｂの内容を、左内
容均衡信号８８０ａおよび右内容均衡信号８８０ｂと呼ばれることが可能である２つの内
容均衡信号８８０に再配分することによって実現されることが可能である。内容均衡信号
８８０ａ、８８０ｂは、共に背景信号８５２の左チャネル８５２ａおよび右チャネル８５
２ｂの実質的に等しい混合を含むことができる。
【００６３】
　ミキシング・スカラ８８２は、背景信号８５２の左チャネル８５２ａおよび右チャネル
８５２ｂを２つの内容均衡信号８８０ａ、８８０ｂに再分配するために使用されることが
可能である。図８では、こうしたミキシング・スカラ８８０が、ｇ＿Ｌ２Ｌスカラ８８２
ａ、ｇ＿Ｒ２Ｌスカラ８８２ｂ、ｇ＿Ｌ２Ｒスカラ８８２ｃ、およびｇ＿Ｒ２Ｒスカラ８
８２ｄと表記されている。左内容均衡信号８８０ａは、ｇ＿Ｌ２Ｌスカラ８８２ａによっ
て増大された左チャネル８５２ａと、ｇ＿Ｒ２Ｌスカラ８８２ｂによって増大された右チ
ャネル８５２ｂを含むことができる。右内容均衡信号８８０ｂは、ｇ＿Ｒ２Ｒスカラ８８
２ｄによって増大された右チャネル８５２ｂと、ｇ＿Ｌ２Ｒスカラ８８２ｃによって増大
された左チャネル８５２ａを含むことができる。
【００６４】
　上に示すように、背景角度制御コンポーネント８３８は、背景信号８５２に背景領域内
の知覚角度を提供するように構成されることも可能である。これは、４つのミキシング・
スカラ８８２の値を調整し、こうしたスカラ８８２が、背景信号８５２の左チャネル８５
２ａおよび右チャネル８５２ｂの内容を再配分する機能に加え、背景信号８８２に知覚角
度を提供する機能も行うようにすることによって実現されることが可能である。したがっ
て、背景角度制御コンポーネント８３８は、専用の角度制御スカラ（図７に示す背景角度
制御コンポーネント７３４の中のｇ＿Ｌスカラ７７８ａおよびｇ＿Ｒスカラ７７８ｂなど
）無しに示されている。ミキシング・スカラ８８２は、こうした機能の双方とも行うこと
ができるので、ミキシング／角度制御スカラ８８２と呼ばれることが可能である。背景領
域１０８での処理については、音はすでに拡散され、前景領域１０６ほど正確な音像を提
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供する必要がないので、ミキシング／角度制御スカラ８８２は、混合機能も角度制御機能
も行うことができる場合がある。
【００６５】
　図９Ａは、音源２０２の知覚位置が、前景領域１０６の現在の位置から背景領域１０８
の新しい位置へ変更されるとき、図６に示す音源プロセッサ６１６の中の前景減衰スカラ
６５４、６５６および背景減衰スカラ６５８、６６０の値が、時間とともにどのように変
化する可能性があるかを示している。図９Ｂは、音源２０２の知覚位置が、背景領域１０
８の現在の位置から前景領域１０６の新しい位置へ変更されるとき、前景減衰スカラ６５
４、６５６および背景減衰スカラ６５８、６６０の値が、時間とともにどのように変化す
る可能性があるかを示している。
【００６６】
　上に示すように、制御ユニット５２２が音源プロセッサ５１６に送信する制御信号５３
２は、前景減衰コマンド５４４および背景減衰コマンド５４８を含むことができる。前景
減衰コマンド５４４は、図９Ａおよび９Ｂに示す値に従って前景減衰スカラ６５４、６５
６の値を設定するためのコマンドを含むことができる。前景減衰コマンド５４４は、前景
減衰スカラ６５４、６５６の値を必要に応じて徐々に減少させる（図９Ａ）、または徐々
に増加させる（図９Ｂ）ことができる。背景減衰コマンド５４８は、図９Ａおよび９Ｂに
示す値に従って背景減衰スカラ６５８、６６０の値を設定するためのコマンドを含むこと
ができる。背景減衰コマンド５４８は、背景減衰スカラ６５８、６６０の値を必要に応じ
て徐々に増加させる（図９Ａ）、または徐々に減少させる（図９Ｂ）ことができる。
【００６７】
　図９Ａおよび９Ｂに示す前景減衰スカラ６５４、６５６および背景減衰スカラ６５８、
６６０の値は、例に過ぎない。こうしたスカラ６５４、６５６、６５８、６６０に他の値
が使用される場合がある。例えば、前景左スカラ６５４の値と前景右スカラ６５６の値は
、交換されることが可能であり、背景左スカラ６５８と背景右スカラ６６０の値が交換さ
れることが可能である。これにより、前景と背景の間に移行が起こり、「反対側」に現れ
る可能性があり、すなわち、値が上述のように交換された場合、図９Ａおよび９Ｂに示す
値で左側へ移行することは、右側へ移行することになる可能性がある。しかしながら、制
御ユニット５２２は、１８０度より小さい弧を自動的に選択して実行するように構成され
ている可能性があるので、全体として音は、正確な鏡像ではない可能性がある。例えば、
１２０°から２７０°への移行を考える。このタイプの移行については、図９Ａおよび９
Ｂに示す値は、音空間の左側で弧状の移動を行うことになる。この値が上述のように交換
された場合、この弧は、代わりに右側に沿ったものになるが、依然として１２０°から始
まって、２７０°で終わる。
【００６８】
　図１０は、音源２０２の知覚位置が、前景領域１０６内、または背景領域１０８内で変
化するとき、図６に示す音源プロセッサ６１６における、前景減衰スカラ６５４、６５６
および背景減衰スカラ６５８、６６０に可能な値の例を示す表１０８４である。この表か
らわかるように、前景減衰スカラ６５４、６５６および背景減衰スカラ６５８、６６０の
値は、こうしたタイプの移行の間、変わらない。
【００６９】
　表１０８４は、音源２０２の知覚位置が、前景領域１０６の中の現在の位置から、同じ
く前景領域１０６の中である新しい位置に変更されるとき、前景減衰スカラ６５４、６５
６および背景減衰スカラ６５８、６６０の値の例を示す列１０８６を含む。別の列１０８
８は、音源２０２の知覚位置が、背景領域１０８の中の現在の位置から、同じく背景領域
１０８の中である新しい位置に変更されるとき、前景減衰スカラ６５４、６５６および背
景減衰スカラ６５８、６６０の値の例を示す。
【００７０】
　図１１は、前景領域１０６（すなわち、２７０°から３６０°および０°から９０°）
内の可能な知覚位置に対して、図７に示す前景角度制御コンポーネント７３４の中の前景
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角度制御スカラ７７８ａ、７７８ｂに可能な値の例を示すグラフ１１９０である。前景角
度制御スカラ７７８ａ、７７８ｂは、ｇ＿Ｌスカラ７７８ａおよびｇ＿Ｒスカラ７７８ｂ
と表記されている。こうした表記は、図７の前景角度制御スカラ７７８ａ、７７８ｂに与
えられる表記と対応している。
【００７１】
　上に示すように、制御ユニット５２２が音源プロセッサ５１６に送信する制御信号５３
２は、前景角度制御コマンド５４２を含むことができる。前景角度制御コマンド５４２は
、図１１に示す値に従って前景角度制御スカラ７７８ａ、７７８ｂの値を設定するための
コマンドを含むことができる。知覚位置が、背景領域１０８から前景領域１０６に変わる
場合、前景角度制御コマンド５４２は、前景角度制御スカラ７７８ａ、７７８ｂを、前景
領域１０６の中の音源２０２の新しい知覚位置に対応する値に即座に設定するように構成
されることが可能である。知覚位置が前景領域１０６内で変わる場合、前景角度制御コマ
ンド５４２は、前景角度制御スカラ７７８ａ、７７８ｂの値を現在の知覚位置に対応する
値から新しい知覚位置に対応する値へ徐々に移行するように構成されることが可能である
。
【００７２】
　図１２は、前景領域１０６（すなわち、２７０°から３６０°、および０°から９０°
）内の可能な知覚位置に対する図７に示す前景角度制御コンポーネント７３４の中のミキ
シング・スカラ７７６に可能な値の例を示している。ミキシング・スカラ７７６は、ｇ＿
Ｌ２Ｌスカラ７７６ａ、ｇ＿Ｒ２Ｌスカラ７７６ｂ、ｇ＿Ｌ２Ｒスカラ７７６ｃ、および
ｇ＿Ｒ２Ｒスカラ７７６ｄと表記されている。こうした表記は、図７の中のミキシング・
スカラ７７６に与えられる表記に対応する。
【００７３】
　上に示すように、制御ユニット５２２が音源プロセッサ５１６に送信する制御信号５３
２は、前景角度制御コマンド５４２を含むことができる。前景角度制御コマンド５４２は
、図１２に示す値に従ってミキシング・スカラ７７６の値を設定するためのコマンドを含
むことができる。知覚位置が、背景領域１０８から前景領域１０６に変わる場合、前景角
度制御コマンド５４２は、ミキシング・スカラ７７６を、前景領域１０６の中の音源２０
２の新しい知覚位置に対応する値に即座に設定するように構成されることが可能である。
知覚位置が前景領域１０６内で変わる場合、前景角度制御コマンド５４２は、ミキシング
・スカラ７７６の値を、現在の知覚位置に対応する値から新しい知覚位置に対応する値へ
、徐々に移行させるように構成されることが可能である。
【００７４】
　図１３は、背景領域１０８（すなわち、２７０°から９０°）内の可能な知覚位置に対
して図８に示す背景角度制御コンポーネント８３８の中のミキシング／角度制御スカラ８
８２に可能な値の例を示している。こうしたミキシング／角度制御スカラ８８２は、ｇ＿
Ｌ２Ｌスカラ８８２ａ、ｇ＿Ｒ２Ｌスカラ８８２ｂ、ｇ＿Ｌ２Ｒスカラ８８２ｃ、および
ｇ＿Ｒ２Ｒスカラ８８２ｄと表記されている。こうした表記は、図８の中のミキシング／
角度制御スカラ８８２に与えられる表記に対応する。
【００７５】
　上に示すように、制御ユニット５２２が音源プロセッサ５１６に送信する制御信号５３
２は、背景角度制御コマンド５４６を含むことができる。背景角度制御コマンド５４６は
、図１３に示す値に従ってミキシング／角度制御スカラ８８２の値を設定するためのコマ
ンドを含むことができる。知覚位置が、前景領域１０６から背景領域１０８に変わる場合
、背景角度制御コマンド５４６は、ミキシング／角度制御スカラ８８２を、背景領域１０
８の中の音源２０２の新しい知覚位置に対応する値に即座に設定するように構成されるこ
とが可能である。知覚位置が、背景領域１０８内で変わる場合、背景角度制御コマンド５
４６は、ミキシング／角度制御スカラ８８２の値を、現在の知覚位置に対応する値から新
しい知覚位置に対応する値へ、徐々に移行させるように構成されることが可能である。
【００７６】
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　図１４は、音声混合２１２内で音源６０２に異なる知覚位置を提供するための方法１４
００を示している。この方法１４００は、図６に示す音源プロセッサ６１６によって行わ
れることが可能である。
【００７７】
　この方法１４００に従って、入力音源６０２’が、前景信号６５０と背景信号６５２に
分割される１４０２ことが可能である。前景信号６５０は、背景信号６５２とは異なる処
理を行われることが可能である。
【００７８】
　前景信号６５０の処理について、まず説明する。入力音源６０２’がステレオ音源であ
る場合、前景信号６５０は、前景信号６５０の左チャネル６５０ａと右チャネル６５０ｂ
の内容のバランスを保つように処理される１４０４ことが可能である。また前景信号６５
０は、前景信号６５０に前景知覚角度を提供するように処理される１４０６ことも可能で
ある。また前景信号６５０は、前景信号６５０の所望レベルの減衰を行うように処理され
る１４０８ことも可能である。
【００７９】
　次に、背景信号６５２の処理について説明する。背景信号６５２は、背景信号６５２が
前景信号６５０より拡散して処理される１４１０ことが可能である。入力音源６０２’が
ステレオ音源である場合、背景信号６５２は、背景信号６５２の左チャネル６５２ａと右
チャネル６５２ｂの内容のバランスを保つように処理される１４１２ことが可能である。
背景信号６５２は、背景信号６５２に背景知覚角度を提供するように処理される１４１４
ことも可能である。また背景信号６５２は、背景信号６５２の所望のレベルの減衰を行う
ように処理される１４１６ことも可能である。
【００８０】
　前景信号６５０および背景信号６５２は、その後結合されて１４１８出力音源６０２と
なることが可能である。出力音源６０２は、その後他の出力音源と結合されて、音声混合
２１２を作り出すことができる。
【００８１】
　図１４の方法１４００は、入力音源６０２’の別個の前景処理と背景処理が、どのよう
に実施可能であるかを示している。前景信号６５０の左チャネル６５０ａおよび右チャネ
ル６５０ｂの内容のバランスを保つステップ１４０４、前景信号６５０に前景知覚角度を
提供するステップ１４０６、および入力音源６０２’の前景処理に対応する前景信号６５
０の所望のレベルの減衰を行うステップ１４０８。背景信号６５２を前景信号６５０より
拡散して聞こえるように処理するステップ１４１０、背景信号６５２の左チャネル６５２
ａおよび右チャネル６５２ｂの内容のバランスを保つステップ１４１２、背景信号６５２
に背景知覚角度を提供するステップ１４１４、および入力音源６０２’の背景処理に対応
する背景信号の所望のレベルの減衰を行うステップ１４１６。背景信号６５２が処理され
る方法と比べると、前景信号６５０が処理される方法には少なくとも１つの違いがあるの
で、前景信号６５０は背景信号６５２とは別個に処理されると言われることが可能である
。
【００８２】
　図１４の方法１４００は、音源６０２の知覚位置を変更するために前景処理と背景処理
が実施されることが可能である１つの方法を示しているが、「別個の前景処理と背景処理
」という語句は、図１４に示す特定のステップに限定されると解釈されるべきではない。
むしろ、上に示すように、別個の前景処理と背景処理は、入力音源６０２’が、前景信号
６５０と背景信号６５２に分割され、前景信号６５０が処理される方法には背景信号６５
２が処理される方法と比べて少なくとも１つの違いがあるということを意味する。
【００８３】
　上述の図１４の方法１４００は、図１５に示す対応する手段と機能ブロックによって行
われることが可能である。言い換えれば、図１４に示すブロック１４０２から１４１８は
、図１５に示す手段と機能ブロック１５０２から１５１８に対応する。
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【００８４】
　図１６は、音源６０２の知覚位置を変更するための方法１６００を示している。この方
法１６００は、図６に示す音源プロセッサ６１６によって行われることが可能である。
【００８５】
　この方法１６００に従って、制御信号５３２は、制御ユニット５２２から受信される１
６０２ことが可能である。こうした制御信号５３２は、音源プロセッサ６１６の様々なパ
ラメータを設定するためのコマンドを含むことができる。
【００８６】
　例えば、音源６０２の知覚位置が、前景領域１０６から背景領域１０８に変更されると
仮定する。制御信号５３２は、背景角度制御コンポーネント８３８内のミキシング／角度
制御スカラ８８２を、音源６０２の新しい知覚位置に対応する値に直ちに設定するための
コマンド５４６を含むことができる。ミキシング／角度制御スカラ８８２は、こうしたコ
マンド５４６に従って変更される１６０４ことが可能である。
【００８７】
　また制御信号５３２は、背景減衰スカラ６５８、６６０の値を、背景信号６５２を完全
に減衰する結果となる値から背景信号６５２を減衰しない結果となる値へ徐々に移行させ
るコマンド５４８を含むことができる。背景減衰スカラ６５８、６６０の値は、こうした
コマンド５４８に従って変更される１６０６ことが可能である。
【００８８】
　また制御信号５３２は、前景減衰スカラ６５４、６５６の値を、前景信号６５０を減衰
しない結果となる値から前景信号６５０を完全に減衰する結果となる値へ徐々に移行させ
るコマンド５４４を含むことができる。前景減衰スカラ６５４、６５６の値は、こうした
コマンド５４４に従って変更される１６０８ことが可能である。
【００８９】
　反対に、音源６０２の知覚位置が、背景領域１０８から前景領域１０６に変更されると
仮定する。制御信号５３２は、前景角度制御コンポーネント７３４内の前景ミキシング・
スカラ７７６および角度制御スカラ７７８を、音源６０２の新しい知覚位置に対応する値
に直ちに設定するためのコマンド５４２を含むことができる。前景ミキシング・スカラ７
７６および前景角度制御スカラ７７８の値は、こうしたコマンド５４２に従って変更され
る１６１０ことが可能である。
【００９０】
　また制御信号５３２は、前景減衰スカラ６５４、６５６の値を、前景信号６５０を減衰
しない結果となる値から前景信号６５０を完全に減衰する結果となる値へ徐々に移行させ
るコマンド５４４を含むことができる。前景減衰スカラ６５４、６５６の値は、こうした
コマンド５４４に従って変更される１６１２ことが可能である。
【００９１】
　また制御信号５３２は、背景減衰スカラ６５８、６６０の値を、背景信号６５２を完全
に減衰する結果となる値から背景信号６５２を減衰しない結果となる値へ徐々に移行させ
るコマンド５４８を含むことができる。背景減衰スカラ６５８、６６０の値は、こうした
コマンド５４８に従って変更される１６１４ことが可能である。
【００９２】
　音源６０２の知覚位置が、背景領域１０８内で変更される場合、制御信号５３２は、背
景角度制御コンポーネント８３８内のミキシング／角度制御スカラ８８２の値を、現在の
知覚位置に対応する値から新しい知覚位置に対応する値へ徐々に移行するためのコマンド
５４６を含むこともできる。ミキシング／角度制御スカラ８８２の値は、こうしたコマン
ド５４８に従って変更される１６１６ことが可能である。
【００９３】
　音源６０２の知覚位置が、前景領域１０６内で変更される場合、制御信号５３２は、前
景角度制御コンポーネント７３４内の前景ミキシング・スカラ７７６および前景角度制御
スカラ７７８の値を、現在の知覚位置に対応する値から新しい知覚位置に対応する値へ徐
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々に移行するためのコマンド５４２を含むこともできる。前景ミキシング・スカラ７７６
および前景角度制御スカラ７７８の値は、こうしたコマンド５４２に従って変更される１
６１８ことが可能である。
【００９４】
　図１６の方法１６００は、いかなる移行についても、実行に１８０°より小さい弧が自
動的に選択されるように、実施されることが可能である。例えば、１２０°から２７０°
への移行を考える。図１に示す知覚角度の定義（聴取者１０４の正面が０°である）を参
照すると、この移行は、反時計方向に、または時計方向に行われることが可能である。し
かしながら、この例では、時計方向は１８０°より小さく、時計方向は１８０°より大き
くなる。結果として、時計方向に対応する弧が、自動的に選択される。
【００９５】
　上述の図１６の方法１６００は、図１７に示す対応する手段と機能ブロック１７００に
よって行われることが可能である。言い換えれば、図１６に示すブロック１６０２から１
６１８は、図１７に示す手段と機能ブロック１７０２から１７１８に対応する。
【００９６】
　図１８は、音源プロセッサ１８１６を示している。音源プロセッサ１８１６は、図５に
示す音源プロセッサ５１６の別の可能な実装である。音源プロセッサ１８１６は、単一チ
ャネル（モノ）の音声信号を処理するように構成されている。
【００９７】
　図１８に示す音源プロセッサ１８１６は、図６に示す音源プロセッサ６１６といくつか
の点で同様とすることができる。図６に示す音源プロセッサ６１６の構成要素と同様であ
る、図１８に示す音源プロセッサ１８１６の構成要素は、対応する参照符号で表記されて
いる。
【００９８】
　図１８に示す音源プロセッサ１８１６と図６に示す音源プロセッサ６１６の間には、い
くつかの違いがある。例えば、音源プロセッサ１８１６は、ただ１つのチャネルを有する
入力音源１８０２’を受信するように示されている。一方、図６に示す音源プロセッサ６
１６は、２つのチャネル６０２ａ’、６０２ｂ’を有する入力音源６０２’を受信するよ
うに示されている。
【００９９】
　入力音源１８０２’は、前景信号１８５０と背景信号１８５２に分割されるように示さ
れている。入力音源１８０２’は、１つのチャネルを含んでいるので、前景信号１８５０
および背景信号１８５２は共に、最初は１つのチャネルを含んでいる。
【０１００】
　前景信号１８５０は、最初にただ１つのチャネルを含んでいるので、前景角度制御コン
ポーネント１８３４は、ただ１つの入力１８５０を受信するように構成されることが可能
である。一方、上述のように、図６の音源プロセッサ６１６の中の前景角度制御コンポー
ネント６３４は、２つの入力６５０ａ、６５０ｂを受信するように構成されることが可能
である。図１８に示す前景角度制御コンポーネント１８３４は、前景信号１８５０の単一
チャネルを２つの信号に分割するように構成されることが可能である。
【０１０１】
　図１８の音源プロセッサ１８１６の中の前景角度制御コンポーネント１８３４は、前景
信号１８５０に前景知覚角度を提供するように構成されることが可能である。しかしなが
ら、前景信号１８５０は、最初は１つのチャネルを含んでいるので、前景角度制御コンポ
ーネント１８３４は、図６の音源プロセッサ６１６の中の前景角度制御コンポーネント６
３４の場合がそうであったように、複数のチャネルの内容のバランスを保つように構成さ
れていない可能性がある。
【０１０２】
　上記のように、背景信号１８５２もまた、最初にただ１つのチャネルを含んでいる。し
たがって、図１８の音源プロセッサ１８１６は、図６の音源プロセッサ６１６に示される
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２つのローパスフィルタ６６２、６６４の代わりに、ただ１つのローパスフィルタ１８６
２を備えて示されている。単一のローパスフィルタ１８６２の出力は、２つの信号、すな
わち遅延線１８６６に提供される１つの信号と、ＩＩＤ減衰コンポーネント１８６８に提
供される別の信号に分割されることが可能である。
【０１０３】
　図１８に示す音源プロセッサ１８１６は、音源１８０２の知覚位置を変更するために、
別個の前景処理と背景処理がどのように行われることが可能であるかについて別の例を示
している。入力音源１８０２’は、２つの信号、すなわち前景信号１８５０と背景信号１
８５２に分割されるように示されている。前景信号１８５０と背景信号１８５２は、その
後別々に処理されることが可能である。言い換えれば、前景信号１８５０が処理される方
法には、背景信号１８５２が処理される方法と比べると違いがある。こうした違いについ
ては上述した。
【０１０４】
　図１９は、前景角度制御コンポーネント１９３４を示している。前景角度制御コンポー
ネント１９３４は、図１８の音源プロセッサ１８１６の中の前景角度制御コンポーネント
１８３４の１つの可能な実装である。
【０１０５】
　前景角度制御コンポーネント１９３４は、入力として単一チャネルの前景信号１９５０
を受信するように示されている。前景角度制御コンポーネント１９３４は、前景信号１９
５０に前景知覚角度を提供するように構成されることが可能である。これは、図１９にお
いてｇ＿Ｌスカラ１９７８ａおよびｇ＿Ｒスカラ１９７８ｂと表記する、２つの前景角度
制御スカラ１９７８ａ、１９７８ｂの使用によって実現されることが可能である。前景信
号１９５０は、２つの信号１９５０ａ、１９５０ｂに分割されることが可能である。一方
の信号１９５０ａは、ｇ＿Ｌスカラ１９７８ａによって増大されることが可能であり、も
う一方の信号は、ｇ＿Ｒスカラ１９７８ｂによって増大されることが可能である。
【０１０６】
　図２０は、本明細書に記載する様々な方法を実施するために使用されることが可能であ
る装置２００１に利用可能である様々な構成要素を示している。図示した構成要素は、同
じ物理的構造体内に、または別個のハウジングもしくは構造体の中に、配置されることが
可能である。したがって、装置２００１という用語は、別段の表示がなければ、１つまた
は複数の広義に定義されたコンピューティング装置を意味するように使用される。コンピ
ューティング装置は、マイクロ・コントローラ、ハンドヘルド・コンピュータ、パーソナ
ル・コンピュータ、サーバ、メインフレーム、スーパーコンピュータ、ミニコンピュータ
、ワークステーション、およびそのいかなる変形もしくは関連装置を含む、広範囲のディ
ジタルコンピュータを含んでいる。
【０１０７】
　装置２００１は、プロセッサ２００３およびメモリ２００５を備えて示されている。プ
ロセッサ２００３は、装置２００１の動作を制御することができ、マイクロ・プロセッサ
、マイクロ・コントローラ、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、または当技術分野で
知られている他の装置として組み入れられることが可能である。プロセッサ２００３は、
一般にメモリ２００５内に格納されたプログラムの命令に基づいて、論理演算および算術
演算を行う。メモリ２００５の中の命令は、本明細書に記載する方法を実施するように実
行可能とすることができる。
【０１０８】
　また装置２００１は、他の電子デバイスと通信するための１つまたは複数の通信インタ
ーフェース２００７および／またはネットワーク・インターフェース２０１３を含むこと
もできる。通信インターフェース２００７およびネットワーク・インターフェース２０１
３は、有線通信技術、無線通信技術、または両方に基づくものとすることができる。
【０１０９】
　また装置２００１は、１つまたは複数の入力装置２００９ならびに１つまたは複数の出
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力装置２０１１を含むこともできる。入力装置２００９および出力装置２０１１は、ユー
ザ入力を容易にすることができる。他の構成要素２０１５もまた、装置２００１の一部と
して提供されることが可能である。
【０１１０】
　図２０は、装置２００１の１つの可能な構成を示している。他の様々なアーキテクチャ
および構成要素が利用されることも可能である。
【０１１１】
　本明細書で使用する、「決定する」（およびその文法的変形）という用語は、極めて広
義で使用される。「決定する」という用語は、多種多様な動作を含み、したがって「決定
する」は、計算する、コンピュータを使用する、処理する、導出する、調査する、調べる
（例えば表、データベースもしくは別のデータ構造を調べる）、確認するなどを含むこと
ができる。また、「決定する」は、受信する（例えば情報を受信する）、アクセスする（
例えばメモリの中のデータにアクセスする）などを含むことができる。また、「決定する
」は、解決する、選ぶ、選択する、確立するなどを含むことができる。
【０１１２】
　情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して、表されることが
可能である。例えば、上記の説明全体にわたって参照されることがあるデータ、命令、コ
マンド、情報、信号などは、電圧、電流、電磁波、磁気フィールドもしくは粒子、光フィ
ールドもしくは粒子、またはその組み合わせによって表されることが可能である。
【０１１３】
　本開示と関連して説明する様々な例示的論理ブロック、モジュール、および回路は、汎
用プロセッサ、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途用集積回路（ＡＳＩＣ）
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（field programmable gate array、ＦＰＧＡ
）もしくは他のプログラマブルロジックデバイス（programmable logic device）、ディ
スクリートのゲートもしくはトランジスタロジック、ディスクリートのハードウェア部品
、またはこれらの、本明細書に記載した機能を行うように設計されたいかなる組み合わせ
でも、実装または実行されることが可能である。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサ
とすることができるが、代替的にプロセッサは、いかなる市販のプロセッサ、コントロー
ラ、マイクロプロセッサ、または状態機械とすることもできる。プロセッサは、例えばＤ
ＳＰとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連結
した１つもしくは複数のマイクロプロセッサ、またはその他のこのような構成など、コン
ピューティングデバイスの組み合わせとして実装されることも可能である。
【０１１４】
　本開示と関連して記載した方法またはアルゴリズムのステップは、直接にハードウェア
で、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、またはこの２つの組み合
わせで、実行されることが可能である。ソフトウェア・モジュールは、当技術分野で知ら
れているいかなる形態の記憶媒体にも、備わっている場合がある。使用されることが可能
である記憶媒体の例には、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭ
メモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ
－ＲＯＭなどが含まれる。ソフトウェアモジュールは、単一の命令、または多数の命令を
含むことができ、いくつかの異なるコードセグメント全体に、異なるプログラム間に、ま
た複数の記憶媒体にわたって分配されることが可能である。記憶媒体がプロセッサに結合
されて、プロセッサがこの記憶媒体から情報を読み取ること、およびこの記憶媒体に情報
を書き込むことができるようにすることが可能である。代替的には記憶媒体は、プロセッ
サと一体化されている場合がある。
【０１１５】
　本明細書に開示する方法は、記載の方法を実現するための１つもしくは複数のステップ
または動作を含む。方法のステップおよび／または動作は、特許請求の範囲に記載の範囲
から逸脱することなく互いと置き換えられることが可能である。言い換えれば、ステップ
または動作の特定の順序が指定されない場合、特定のステップおよび／または動作の順序
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および／または使用は、特許請求の範囲に記載の範囲から逸脱することなく変更されるこ
とが可能である。
【０１１６】
　記載した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらのいか
なる組み合わせにも実装されることが可能である。ソフトウェアに実装される場合、機能
は、コンピュータ可読媒体上の１つもしくは複数の命令またはコードとして格納される、
または伝送されることが可能である。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と
通信媒体とを共に含み、コンピュータプログラムを一方の場所からもう一方の場所へ転送
することを容易にするいかなる媒体をも含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセ
ス可能であるいかなる利用可能な媒体とすることもできる。一例としてであって、限定で
はないが、このようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－
ＲＯＭもしくは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶装
置、または所望のプログラムコード手段を命令もしくはデータ構造の形態で搬送するもし
くは格納するために使用することができ、コンピュータでアクセスすることができる他の
いかなる媒体も備えることができる。また、いかなる接続も、厳密にはコンピュータ可読
媒体と呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイス
トペア、ディジタル加入者線（ＤＳＬ）、または赤外線、ラジオ波、およびマイクロ波な
どの無線技術を使用して、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、この同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外
線、ラジオ波、およびマイクロ波などの無線技術が、媒体の定義に含まれる。本明細書で
使用するディスク（diskおよびdisc）は、コンパクトディスク（compact disc、ＣＤ）、
レーザー（登録商標）ディスク（laser disc）、光ディスク（optical disc）、ディジタ
ルバーサタイルディスク（digital versatile disc、ＤＶＤ（登録商標））、フロッピー
（登録商標）ディスク（floppy（登録商標） disk）、およびブルーレイ(登録商標）ディ
スク（blu-ray 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）はレーザーを使用してデータを光学的に再生する。上記のものの組み合わせも
また、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるものとする。
【０１１７】
　特許請求の範囲は、上記の厳密な構成および構成要素に限定されないことを理解された
い。上記の方法および装置の配置、操作、および詳細において、様々な修正、変更、およ
び変形物が作成されることが可能である。



(25) JP 2011-505105 A 2011.2.17

【図１】 【図２】

【図２Ａ】 【図３】



(26) JP 2011-505105 A 2011.2.17

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８】



(27) JP 2011-505105 A 2011.2.17
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】

【図２０】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年7月28日(2010.7.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インテリジェント音声ミキシング技術を利用する処理エンジンへのインターフェースを
提供するための方法であって、
　聴取者に対する前景知覚位置から前記聴取者に対する背景知覚位置へ、少なくとも２つ
の音源を備える音声混合内の音源の知覚位置を変更するための要求を、イベントによって
トリガすることと、
　前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を前記前景知覚位置から前記背景知覚位置
へ、別個の前景処理と背景処理によって処理される前景信号および背景信号を使用して変
更させるように構成された１つまたは複数の制御信号を生成することと、
　前記１つまたは複数の制御信号を前記処理エンジンに提供することと
を備える方法。
【請求項２】
　別個の前景処理と背景処理によって処理される前記前景信号および前記背景信号を使用
することが、
　入力音源を前記前景信号と前記背景信号に分割することと、
　前記前景信号を前記背景信号とは異なるように処理することと
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記背景処理が、前記背景信号を前記前景信号より拡散して聞こえるように処理するこ
とを備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つまたは複数の制御信号が、前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を、前
記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ徐々に変更させる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記処理エンジンのパラメータに新しい値を決定することをさらに備え、前記新しい値
が前記背景知覚位置に対応し、前記１つまたは複数の制御信号が前記パラメータを前記新
しい値に設定するためのコマンドを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前景領
域内の移行を備え、さらに前記処理エンジンの前景角度制御コンポーネントのパラメータ
に新しい値を決定することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背景領
域内の移行を備え、さらに前記処理エンジンの背景角度制御コンポーネントのパラメータ
に新しい値を決定することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背景領
域から前記聴取者に対する前景領域への移行を備え、さらに前記処理エンジンの前景角度
制御コンポーネント、前記処理エンジンの前景減衰コンポーネント、および前記処理エン
ジンの背景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値を決定することを備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項９】
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　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前景領
域から前記聴取者に対する背景領域への移行を備え、さらに前記処理エンジンの背景角度
制御コンポーネント、前記処理エンジンの背景減衰コンポーネント、および前記処理エン
ジンの前景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値を決定することを備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項１０】
　インテリジェント音声ミキシング技術を利用する処理エンジンへのインターフェースを
提供するための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信するメモリと、
　前記メモリに格納された命令であって、
　　聴取者に対する前景知覚位置から前記聴取者に対する背景知覚位置へ、少なくとも２
つの音源を備える音声混合内の音源の知覚位置を変更するための要求を、イベントによっ
てトリガする、
　　前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を前記前景知覚位置から前記背景知覚位
置へ、別個の前景処理と背景処理によって処理される前景信号および背景信号を使用して
変更させるように構成された１つまたは複数の制御信号を生成する、
　　前記１つまたは複数の制御信号を前記処理エンジンに提供する
ように実行可能である命令と
を備える装置。
【請求項１１】
　別個の前景処理と背景処理によって処理される前記前景信号および背景信号を使用する
ことが、
　入力音源を前記前景信号と前記背景信号に分割することと、
　前記前景信号を前記背景信号とは異なるように処理することと
を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記背景処理が、前記背景信号を前記前景信号より拡散して聞こえるように処理するこ
とを備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記１つまたは複数の制御信号が、前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を、前
記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ徐々に変更させる、請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　前記命令が、前記処理エンジンのパラメータに新しい値を決定するようにも実行可能で
あり、前記新しい値が前記背景知覚位置に対応し、前記１つまたは複数の制御信号が前記
パラメータを前記新しい値に設定するためのコマンドを備える、請求項１０に記載の装置
。
【請求項１５】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前景領
域内の移行を備え、前記命令が、前記処理エンジンの前景角度制御コンポーネントのパラ
メータに新しい値を決定するように実行可能でもある、請求項１０に記載の装置。
【請求項１６】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背景領
域内の移行を備え、前記命令が、前記処理エンジンの背景角度制御コンポーネントのパラ
メータに新しい値を決定するように実行可能でもある、請求項１０に記載の装置。
【請求項１７】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背景領
域から前記聴取者に対する前景領域への移行を備え、前記命令が、前記処理エンジンの前
景角度制御コンポーネント、前記処理エンジンの前景減衰コンポーネント、および前記処
理エンジンの背景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値を決定するように実行可能
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でもある、請求項１０に記載の装置。
【請求項１８】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前景領
域から前記聴取者に対する背景領域への移行を備え、前記命令が、前記処理エンジンの背
景角度制御コンポーネント、前記処理エンジンの背景減衰コンポーネント、および前記処
理エンジンの前景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値を決定するように実行可能
でもある、請求項１０に記載の装置。
【請求項１９】
　移動体装置上で音声ミキシング技術を利用する処理エンジンへのインターフェースを提
供する命令を備えるコンピュータ可読媒体であって、プロセッサによって実行されると前
記プロセッサに、
　聴取者に対する前景知覚位置から前記聴取者に対する背景知覚位置へ、少なくとも２つ
の音源を備える音声混合内の音源の知覚位置を変更するための要求を、イベントによって
トリガさせる、
　前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を前記前景知覚位置から前記背景知覚位置
へ、別個の前景処理と背景処理によって処理される前景信号および背景信号を使用して変
更させるように構成された１つまたは複数の制御信号を生成させる、
　前記１つまたは複数の制御信号を前記処理エンジンに提供させる
コンピュータ可読媒体。
【請求項２０】
　別個の前景処理と背景処理によって処理される前記前景信号および前記背景信号を使用
することが、
　入力音源を前記前景信号と前記背景信号に分割することと、
　前記前景信号を前記背景信号とは異なるように処理することと
を備える、請求項１９に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２１】
　前記背景処理が、前記背景信号を前記前景信号より拡散して聞こえるように処理するこ
とを備える、請求項２０に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２２】
　前記１つまたは複数の制御信号が、前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を、前
記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ徐々に変更させる、請求項１９に記載のコンピュ
ータ可読媒体。
【請求項２３】
　前記命令が、前記プロセッサに前記処理エンジンのパラメータに新しい値を決定させ、
前記新しい値が前記背景知覚位置に対応し、前記１つまたは複数の制御信号が前記パラメ
ータを前記新しい値に設定するためのコマンドを備える、請求項１９に記載のコンピュー
タ可読媒体。
【請求項２４】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前景領
域内の移行を備え、前記命令がまた前記プロセッサに、前記処理エンジンの前景角度制御
コンポーネントのパラメータに新しい値を決定させる、請求項１９に記載のコンピュータ
可読媒体。
【請求項２５】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背景領
域内の移行を備え、前記命令がまた前記プロセッサに、前記処理エンジンの背景角度制御
コンポーネントのパラメータに新しい値を決定させる、請求項１９に記載のコンピュータ
可読媒体。
【請求項２６】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背景領
域から前記聴取者に対する前景領域への移行を備え、前記命令がまた前記プロセッサに、
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前記処理エンジンの前景角度制御コンポーネント、前記処理エンジンの前景減衰コンポー
ネント、および前記処理エンジンの背景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値を決
定させる、請求項１９に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２７】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前景領
域から前記聴取者に対する背景領域への移行を備え、前記命令がまた前記プロセッサに、
前記処理エンジンの背景角度制御コンポーネント、前記処理エンジンの背景減衰コンポー
ネント、および前記処理エンジンの前景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値を決
定させる、請求項１９に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２８】
　インテリジェント音声ミキシング技術を利用する処理エンジンへのインターフェースを
提供するための装置であって、
　聴取者に対する前景知覚位置から前記聴取者に対する背景知覚位置へ、少なくとも２つ
の音源を備える音声混合内の音源の知覚位置を変更するための要求を、イベントによって
トリガするための手段と、
　前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を前記前景知覚位置から前記背景知覚位置
へ、別個の前景処理と背景処理によって処理される前景信号および背景信号を使用して変
更させるように構成された１つまたは複数の制御信号を生成するための手段と、
　前記１つまたは複数の制御信号を前記処理エンジンに提供するための手段と
を備える装置。
【請求項２９】
　別個の前景処理と背景処理によって処理される前記前景信号および前記背景信号を使用
することが、
　入力音源を前記前景信号と前記背景信号に分割することと、
　前記前景信号を前記背景信号とは異なるように処理することと
を備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記背景処理が、前記背景信号を前記前景信号より拡散して聞こえるように処理するこ
とを備える、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記１つまたは複数の制御信号が、前記処理エンジンに前記音源の前記知覚位置を、前
記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ徐々に変更させる、請求項２８に記載の装置。
【請求項３２】
　前記処理エンジンのパラメータに新しい値を決定することをさらに備え、前記新しい値
が前記背景知覚位置に対応し、前記１つまたは複数の制御信号が前記パラメータを前記新
しい値に設定するためのコマンドを備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３３】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前景領
域内の移行を備え、さらに前記処理エンジンの前景角度制御コンポーネントのパラメータ
に新しい値を決定するための手段を備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３４】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背景領
域内の移行を備え、さらに前記処理エンジンの背景角度制御コンポーネントのパラメータ
に新しい値を決定するための手段を備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３５】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する背景領
域から前記聴取者に対する前景領域への移行を備え、さらに前記処理エンジンの前景角度
制御コンポーネント、前記処理エンジンの前景減衰コンポーネント、および前記処理エン
ジンの背景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値を決定するための手段を備える、
請求項２８に記載の装置。
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【請求項３６】
　前記前景知覚位置から前記背景知覚位置へ変更することが、前記聴取者に対する前景領
域から前記聴取者に対する背景領域への移行を備え、さらに前記処理エンジンの背景角度
制御コンポーネント、前記処理エンジンの背景減衰コンポーネント、および前記処理エン
ジンの前景減衰コンポーネントのパラメータに新しい値を決定するための手段を備える、
請求項２８に記載の装置。
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