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(57)【要約】
本発明は、環境音情報を取得することにより、更に環境
音情報に基づいてオーディオの放送音量に対して対応す
る音量調整を行う。本発明は、環境音情報により現在の
環境騒音状況を反映することで、ユーザが音量を手動で
調整する操作を必要とせずに、環境音情報により放送音
量を調整し、ユーザに利便性を与えることができる。本
発明は、オーディオを放送する場合、環境音情報を取得
することと、環境音情報に基づいてオーディオの放送音
量を調整することとを含む音量調整方法、装置および端
末に関する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーディオを放送する場合、環境音情報を取得することと、
　前記環境音情報に基づいて前記オーディオの放送音量を調整することと、を含むことを
特徴とする音量調整方法。
【請求項２】
　前記環境音情報を取得することは、
　内蔵された音収集センサにより前記環境音情報を検出すること、または、
　音収集装置から送信された前記環境音情報を受信することを含むことを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記環境音情報に基づいて前記オーディオの放送音量を調整することは、
　前記環境音情報における環境音音量を取得することと、
　前記環境音音量が第１所定閾値以上である場合、前記オーディオの放送音量を上げるこ
とと、
　前記環境音音量が第２所定閾値以下である場合、前記オーディオの放送音量を下げるこ
とと、を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記環境音情報に基づいて前記オーディオの放送音量を調整することは、
　前記環境音情報における環境音音量を取得することと、
　前記環境音音量が第１所定閾値以上である持続時間が予め設定された時間を超えた場合
、前記オーディオの放送音量を上げることと、
　前記環境音音量が第２所定閾値以下である持続時間が予め設定された時間を超えた場合
、前記オーディオの放送音量を下げることと、を含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項５】
　前記オーディオの放送音量を上げる前に、前記方法は、前記オーディオの上げる前の初
期放送音量を取得することをさらに含み、
　前記オーディオの放送音量を下げることは、
　前記オーディオの放送音量を前記初期放送音量に下げることを含むことを特徴とする請
求項３または４に記載の方法。
【請求項６】
　前記環境音情報に基づいて前記オーディオの放送音量を調整することは、
　前記環境音情報における環境音音量を取得することと、
　前記環境音音量に対応する音量調整パラメータを取得することと、
　前記音量調整パラメータに基づいて前記オーディオの放送音量を調整することと、を含
むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記環境音情報に基づいて前記オーディオの放送音量を調整することは、
　前記オーディオが本端末に位置する場合、直接的に前記環境音情報に基づいて前記オー
ディオの放送音量を調整することと、
　前記オーディオが他の端末に位置する場合、前記他の端末が前記環境音情報に基づいて
前記オーディオの放送音量を調整することをトリガーにするように、前記環境音情報に基
づいて前記オーディオの放送音量を調整するための制御コマンドを生成して前記他の端末
に送信することを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　オーディオを放送する場合、環境音情報を取得するように配置される情報取得ユニット
と、
　前記環境音情報に基づいて前記オーディオの放送音量を調整するように配置される調整
ユニットと、を含むことを特徴とする音量調整装置。
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【請求項９】
　前記情報取得ユニットは、
　内蔵された音収集センサにより前記環境音情報を検出するように配置される検出サブユ
ニット、または、
　音収集装置から送信された前記環境音情報を受信するように配置される受信サブユニッ
トを含むことを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記調整ユニットは、
　前記環境音情報における環境音音量を取得するように配置される第１音量取得サブユニ
ットと、
　前記環境音音量が第１所定閾値以上である場合、前記オーディオの放送音量を上げるよ
うに配置される第１上げサブユニットと、
　前記環境音音量が第２所定閾値以下である場合、前記オーディオの放送音量を下げるよ
うに配置される第１下げサブユニットと、を含むことを特徴とする
請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記調整ユニットは、
　前記環境音情報における環境音音量を取得するように配置される第２音量取得サブユニ
ットと、
　前記環境音音量が第１所定閾値以上である持続時間が予め設定された時間を超えた場合
、前記オーディオの放送音量を上げるように配置される第２上げサブユニットと、
　前記環境音音量が第２所定閾値以下である持続時間が予め設定された時間を超えた場合
、前記オーディオの放送音量を下げるように配置される第２下げサブユニットと、を含む
ことを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記調整ユニットは、前記オーディオの放送音量を上げる前に、前記オーディオの上げ
る前の初期放送音量を取得するように配置される初期音量取得サブユニットをさらに含み
、
　前記第１下げサブユニットは、前記オーディオの放送音量を前記初期放送音量に下げる
ように配置される第１下げサブモジュールを含み、
　前記第２下げサブユニットは、前記オーディオの放送音量を前記初期放送音量に下げる
ように配置される第２下げサブモジュールを含むことを特徴とする請求項１０または１１
に記載の装置。
【請求項１３】
　前記調整ユニットは、
　前記環境音情報における環境音音量を取得するように配置される第３音量取得サブユニ
ットと、
　前記環境音音量に対応する音量調整パラメータを取得するように配置されるパラメータ
取得サブユニットと、
　前記音量調整パラメータに基づいて前記オーディオの放送音量を調整するように配置さ
れる第１調整サブユニットと、を含むことを特徴とする
請求項８に記載の装置。
【請求項１４】
　前記調整ユニットは、
　前記オーディオが本端末に位置する場合、直接的に前記環境音情報に基づいて前記オー
ディオの放送音量を調整する第２調整サブユニットと、
　前記オーディオが他の端末に位置する場合、前記他の端末が前記環境音情報に基づいて
前記オーディオの放送音量を調整することをトリガーにするように、前記環境音情報に基
づいて前記オーディオの放送音量を調整するための制御コマンドを生成して前記他の端末
に送信するように配置される第３調整サブユニットと、を含むことを特徴とする請求項８
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に記載の装置。
【請求項１５】
　オーディオを放送する場合、環境音情報を取得し、
　前記環境音情報に基づいて前記オーディオの放送音量を調整するように配置されるプロ
セッサと、
　プロセッサにより実行可能なコマンドを記憶するためのメモリと、を含むことを特徴と
する端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、出願番号がＣＮ２０１５１０７１７３８８．１であり、出願日が２０１５年
１０月２９日である中国特許出願に基づいて提出され、且つ当該中国特許出願の優先権を
主張し、当該中国特許出願のすべての内容がここに参照として本発明に援用される。
【０００２】
　本発明は、通信技術分野に関し、特に音量調整方法、装置および端末に関する。
【背景技術】
【０００３】
　端末技術の迅速な発展に伴い、放送装置、例えばラジオ、ブルートゥーススピーカーな
どがますます多くなる。ユーザが放送装置を使用する場合、周囲の環境音が変化すると、
ユーザが音量調整を手動で行う必要があることが多いので、ユーザに不便を与える。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　関連技術における問題を克服するために、本発明は、音量調整方法、装置および端末を
提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施例の第１態様による音量調整方法は、
　オーディオを放送する場合、環境音情報を取得することと、
　前記環境音情報に基づいて前記オーディオの放送音量を調整することと、を含む。
【０００６】
　また、前記環境音情報を取得することは、
　内蔵された音収集センサにより前記環境音情報を検出すること、または、
　音収集装置から送信された前記環境音情報を受信することを含むことが好ましい。
【０００７】
　また、前記環境音情報に基づいて前記オーディオの放送音量を調整することは、
　前記環境音情報における環境音音量を取得することと、
　前記環境音音量が第１所定閾値以上である場合、前記オーディオの放送音量を上げるこ
とと、
　前記環境音音量が第２所定閾値以下である場合、前記オーディオの放送音量を下げるこ
とと、を含むことが好ましい。
【０００８】
　また、前記環境音情報に基づいて前記オーディオの放送音量を調整することは、
　前記環境音情報における環境音音量を取得することと、
　前記環境音音量が第１所定閾値以上である持続時間が予め設定された時間を超えた場合
、前記オーディオの放送音量を上げることと、
　前記環境音音量が第２所定閾値以下である持続時間が予め設定された時間を超えた場合
、前記オーディオの放送音量を下げることと、を含むことが好ましい。
【０００９】
　また、前記オーディオの放送音量を上げる前に、前記方法は、前記オーディオの上げる
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前の初期放送音量を取得することをさらに含み、
　前記オーディオの放送音量を下げることは、
　前記オーディオの放送音量を前記初期放送音量に下げることを含むことが好ましい。
【００１０】
　また、前記環境音情報に基づいて前記オーディオの放送音量を調整することは、
　前記環境音情報における環境音音量を取得することと、
　前記環境音音量に対応する音量調整パラメータを取得することと、
　前記音量調整パラメータに基づいて前記オーディオの放送音量を調整することと、を含
むことが好ましい。
【００１１】
　また、前記環境音情報に基づいて前記オーディオの放送音量を調整することは、
　前記オーディオが本端末に位置する場合、直接的に前記環境音情報に基づいて前記オー
ディオの放送音量を調整することと、
　前記オーディオが他の端末に位置する場合、前記他の端末が前記環境音情報に基づいて
前記オーディオの放送音量を調整することをトリガーにするように、前記環境音情報に基
づいて前記オーディオの放送音量を調整するための制御コマンドを生成して前記他の端末
に送信することを含むことが好ましい。
【００１２】
　本発明の実施例の第２態様による音量調整装置は、
　オーディオを放送する場合、環境音情報を取得するように配置される情報取得ユニット
と、
　前記環境音情報に基づいて前記オーディオの放送音量を調整するように配置される調整
ユニットと、を含む。
【００１３】
　また、前記情報取得ユニットは、
　内蔵された音収集センサにより前記環境音情報を検出するように配置される検出サブユ
ニット、または、
　音収集装置から送信された前記環境音情報を受信するように配置される受信サブユニッ
トを含むことが好ましい。
【００１４】
　また、前記調整ユニットは、
　前記環境音情報における環境音音量を取得するように配置される第１音量取得サブユニ
ットと、
　前記環境音音量が第１所定閾値以上である場合、前記オーディオの放送音量を上げるよ
うに配置される第１上げサブユニットと、
　前記環境音音量が第２所定閾値以下である場合、前記オーディオの放送音量を下げるよ
うに配置される第１下げサブユニットと、を含むことが好ましい。
【００１５】
　また、前記調整ユニットは、
　前記環境音情報における環境音音量を取得するように配置される第２音量取得サブユニ
ットと、
　前記環境音音量が第１所定閾値以上である持続時間が予め設定された時間を超えた場合
、前記オーディオの放送音量を上げるように配置される第２上げサブユニットと、
　前記環境音音量が第２所定閾値以下である持続時間が予め設定された時間を超えた場合
、前記オーディオの放送音量を下げるように配置される第２下げサブユニットと、を含む
ことが好ましい。
【００１６】
　また、前記調整ユニットは、前記オーディオの放送音量を上げる前に、前記オーディオ
の上げる前の初期放送音量を取得するように配置される初期音量取得サブユニットをさら
に含み、
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　前記第１下げサブユニットは、前記オーディオの放送音量を前記初期放送音量に下げる
ように配置される第１下げサブモジュールを含み、
　前記第２下げサブユニットは、前記オーディオの放送音量を前記初期放送音量に下げる
ように配置される第２下げサブモジュールを含むことが好ましい。
【００１７】
また、前記環境音情報における環境音音量を取得するように配置される第３音量取得サブ
ユニットと、
　前記環境音音量に対応する音量調整パラメータを取得するように配置されるパラメータ
取得サブユニットと、
　前記音量調整パラメータに基づいて前記オーディオの放送音量を調整するように配置さ
れる第１調整サブユニットと、を含むことが好ましい。
【００１８】
　また、前記調整ユニットは、
　前記オーディオが本端末に位置する場合、直接的に前記環境音情報に基づいて前記オー
ディオの放送音量を調整する第２調整サブユニットと、
　前記オーディオが他の端末に位置する場合、前記他の端末が前記環境音情報に基づいて
前記オーディオの放送音量を調整することをトリガーにするように、前記環境音情報に基
づいて前記オーディオの放送音量を調整するための制御コマンドを生成して前記他の端末
に送信するように配置される第３調整サブユニットと、を含むことが好ましい。
【００１９】
　本発明の実施例の第３態様による端末は、
　オーディオを放送する場合、環境音情報を取得し、
　前記環境音情報に基づいて前記オーディオの放送音量を調整するように配置されるプロ
セッサと、
　プロセッサにより実行可能なコマンドを記憶するためのメモリと、を含む。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の実施例による技術案は、下記の有益な効果を含むことができる。
【００２１】
　本発明は、環境音情報を取得することにより、更に環境音情報に基づいてオーディオの
放送音量に対して対応する音量調整を行う。本発明は、環境音情報により現在の環境の騒
音状況を反映することで、ユーザが音量を手動で調整する操作を必要とせずに、環境音情
報により放送音量を調整し、ユーザに利便性を与えることができる。
【００２２】
　本発明において、内蔵された音収集センサにより環境音情報を検出することができ、音
収集センサから送信された環境音情報を受信することもでき、当該方式は、容易に実現さ
れ、かつ収集された環境音情報の正確率が高い。
【００２３】
　本発明は、環境音情報における環境音音量を取得し、環境音音量と第１所定閾値または
第２所定閾値との比較に基づいて放送音量に対する調整方式を確定することができ、当該
方式が容易に実現され、音量調整効率を向上させることができる。
【００２４】
　本発明は、環境音情報における環境音音量を取得することができ、環境音音量が持続的
に第１所定閾値を超える場合、放送音量を上げることを確定し、環境音音量が持続的に第
２所定閾値より低い場合、放送音量を下げることを確定することができ、当該方式が容易
に実現され、音量調整効率を向上させることができる。
【００２５】
　本発明は、環境音音量に基づいてオーディオの放送音量を上げた場合、環境音音量が低
くなることを検出すると、オーディオの放送音量を初期放送音量に下げることができ、こ
れによりオーディオの放送音量がユーザの設定に復元し、当該方式により放送音量の調整
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をより柔軟にし、音量調整効果を向上させることができる。
【００２６】
　本発明は、環境音音量に対応する音量調整パラメータを取得し、さらに音量調整パラメ
ータに基づいて放送音量を調整することにより、音量調整の正確性及び有効性を向上させ
、オーディオの放送効果を向上させることができる。
【００２７】
　本発明は、本端末のオーディオの放送音量を調整することができ、他の端末のオーディ
オの音量を調整することもでき、調整方式の柔軟性及び有効性を向上させる。
【００２８】
　以上の一般的な説明および後述する詳細な説明は、例示的ものおよび解釈的なものに過
ぎず、本発明を限定するものではないと理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
　本図面は明細書に合せられ本明細書の一部を構成し、本願に適合する実施例を示し、明
細書と共に本発明の原理を解釈するのに用いられる。
【００３０】
【図１】本発明の一つの例示的な実施例による音量調整方法のフローチャートである。
【図２】本発明の一つの例示的な実施例による別の音量調整方法のフローチャートである
。
【図３】本発明の一つの例示的な実施例による別の音量調整方法のフローチャートである
。
【図４】本発明の一つの例示的な実施例による別の音量調整方法のフローチャートである
。
【図５】本発明の一つの例示的な実施例による別の音量調整方法の応用シーンを示す模式
図である。
【図６】本発明の一つの例示的な実施例による音量調整装置のブロック図である。
【図７】本発明の一つの例示的な実施例による別の音量調整装置のブロック図である。
【図８】本発明の一つの例示的な実施例による別の音量調整装置のブロック図である。
【図９】本発明の一つの例示的な実施例による別の音量調整装置のブロック図である。
【図１０】本発明の一つの例示的な実施例による別の音量調整装置のブロック図である。
【図１１】本発明の一つの例示的な実施例による別の音量調整装置のブロック図である。
【図１２】本発明の一つの例示的な実施例による別の音量調整装置のブロック図である。
【図１３】本発明の一つの例示的な実施例に係る音量調整装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　ここで例示的な実施例について詳しく説明し、その実施例は図面に示す通りである。下
記の説明が図面に関わるとき、別途に表示されない限り、異なる図面における同じ数字は
同一又は類似する要素を表示する。以下の例示的な実施例に説明される実施形態は本発明
と一致する全ての実施形態を表すわけではない。逆に、それらは特許請求の範囲に詳細に
記載された本発明の一部の態様と一致する装置と方法の例に過ぎない。
【００３２】
　本発明に使用される用語は、特定の実施例を説明するためのものに過ぎず、本発明を制
限するためのものではない。本発明および特許請求の範囲で使用される単数形態の「１種
」、「前記」および「当該」は、文脈に他の意味を明確に指示しない限り、複数形態を含
むことを意味する。さらに、本明細書で使用される用語「および／または」は、１つ又は
複数の関連する記載項目のいずれかまたはすべての可能な組み合わせを含む。
【００３３】
　本発明において、用語である第１、第２、第３などで種々の情報を説明する可能性があ
るが、これらの情報が上記の用語に限られないと理解すべきである。これらの用語は、同
一種類の情報のそれぞれを区別するためのものにすぎない。例えば、本発明の範囲から逸
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脱しない場合で、第１情報が第２情報と呼ばれてもよく、同様に、第２情報は、第１情報
と呼ばれてもよい。コンテキストに依存し、例えばここで使用される「もし」は、「・・
・・・・ときに」または「・・・・・・場合」または「・・・に応じて・・・確定する」
と解釈されることができる。
【００３４】
　図１に示すように、図１が一つの例示的な実施例による音量調整方法のフローチャート
であり、当該方法は、以下のステップ１０１－１０２を含む。
【００３５】
　ステップ１０１において、オーディオを放送する場合、環境音情報を取得する。
【００３６】
　ステップ１０２において、環境音情報に基づいてオーディオの放送音量を調整する。
【００３７】
　本発明の実施例において、環境音情報を取得することにより、更に環境音情報に基づい
てオーディオの放送音量に対して対応する音量調整を行う。本発明は、環境音情報により
現在の環境騒音状況を反映し、ユーザが音量を手動で調整する操作を必要とせずに、環境
音情報により放送音量を調整し、ユーザに利便性を与えることができる。
【００３８】
　本発明の実施例は、オーディオ、ビデオおよび動画などの情報のうちの少なくとも一つ
の情報を放送するための放送装置によって実行することができ、放送装置がコンピュータ
、タブレットコンピュータ、テレビ、携帯電話、音楽プレーヤー、ハンドヘルドリーダー
などの類似の装置である。本発明の実施例は、さらに放送装置に対して放送制御を行うた
めの制御装置によって実行することができる。放送装置は、放送制御機能を備えるととも
に、放送制御機能および音収集機能を備えることができ、制御装置が音収集機能を備える
ことができる。
【００３９】
　ここで、ステップ１０１に対して、通常、端末の周囲の環境音を収集する場合、環境音
信号を収集でき、当該環境音信号に様々な音パラメータ、例えば音調、音量及び音色など
が含まれている。本実施例において、環境音情報は、音量を使用することができる。音量
は、ラウドネス又は音強度と呼ばれてもよく、音の強さを表し、その単位が「デシベル」
（ｄＢ）である。放送オーディオは、端末におけるいずれかのオーディオ信号の出力方式
を含むことができ、例えばインテリジェント端末がオーディオファイルを放送し、インテ
リジェント端末がビデオファイルを放送する場合にオーディオを出力し、スマートフォン
が他の端末と電話通信を行う場合にオーディオを出力することなどであってもよく、ワイ
ヤレススピーカーが制御装置から送信されたオーディオ信号を受信してオーディオを出力
することであってもよく、スマートラジオが無線電波を受信してオーディオ信号に変換し
てオーディオを出力することなどであってもよい。
【００４０】
　一つの選択可能な実現方式において、環境音情報を取得する方式は、内蔵された音収集
センサにより環境音情報を検出することを含むことができる。音収集センサは、本発明の
実施例の実行装置、即ち、放送装置または制御装置に内蔵される。取得された環境音情報
は、環境音音量であってもよく、収集された環境音情報から検出された環境音音量であっ
てもよい。
【００４１】
　別の選択可能な実現方式において、環境音情報を取得する方式は、音収集装置から送信
された環境音情報を受信することを含むことができる。音収集装置は、本発明の実施例の
実行装置と互いに独立して設置される。取得された環境音情報は、環境音音量であっても
よく、収集された環境音信号から検出された環境音音量であってもよい。
【００４２】
　ステップ１０２に対して、異なる環境音情報と様々な音量調整との間の対応関係を予め
設定し、予め設定された対応関係に基づいて環境音情報に対応する音量調整を実行するこ
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とができる。音量調整は、放送されたオーディオ、ビデオまたは通話などのオーディオ出
力の通常の音量に対する調整であり、例えば音量を上げ、または音量を下げるなどである
。例えば、環境音情報により周囲の環境騒音が多いことを検出した場合、オーディオの放
送音量を上げることができ、または、周囲の環境騒音が低減することを検出した場合、オ
ーディオの放送音量を下げることができる。
【００４３】
　一つの選択可能な実現方式において、環境音情報に基づいてオーディオの放送音量を調
整することは、
　オーディオが本端末に位置する場合、直接的に環境音情報に基づいて当該オーディオの
放送音量を調整することを含むことができる。
【００４４】
　オーディオが他の端末に位置する場合、他の端末が環境音情報に基づいてオーディオの
放送音量を調整することをトリガーにするように、環境音情報に基づいてオーディオの放
送音量を調整するための制御コマンドを生成して当該他の端末に送信する。
【００４５】
　本発明によって提供される実施例では、通常応用シーンにおいて、放送装置によって当
該音量調整方法を実行することができ、オーディオが本放送装置に位置し、放送装置によ
って直接的に音量調整を行うことができる。別の通常応用シーンにおいて、放送装置に対
して放送制御を行うための制御装置によって当該音量調整方法を実行することができ、オ
ーディオが放送装置に位置するので、制御装置は、放送装置が対応する音量調整を行うこ
とをトリガーにするように、制御コマンドを生成して放送装置に送信する。他の応用シー
ンにおいて、放送装置に対して放送制御を行うための制御装置によって当該音量調整方法
を実行し、同時に制御装置がオーディオを出力し、かつ放送装置もオーディオを出力する
ので、制御装置が直接的に環境音情報に基づいて本装置におけるオーディオの放送音量を
調整し、同時に、放送装置が対応する音量調整を行うことをトリガーにするように、制御
コマンドを生成して放送装置に送信することができる。上記の方式により、本端末のオー
ディオの放送音量を調整することができ、他の端末のオーディオに対して音量調整を行う
こともでき、調整方式の柔軟性と有効性を向上させる。上記の実施例から分かるように、
環境音情報を取得することにより、環境音情報に基づいてオーディオの放送音量に対して
対応する音量調整を行う。本発明の実施例は、環境音情報により現在の環境雑音の状況を
反映することで、ユーザが音量を手動で調整する操作を必要とせずに、環境音情報により
放送音量を調整し、ユーザに利便性を与えることができる。
【００４６】
　図２に示すように、図２が一つの例示的な実施例に係る別の放送制御方法のフローチャ
ートであり、本実施例は、図１に示す実施例に基づいて、どのように環境音情報に基づい
てオーディオの放送音量を調整するかについての処理プロセスを説明し、下記のステップ
２０１～３０３を含む。
【００４７】
　ステップ２０１において、環境音情報における環境音音量を取得する。
【００４８】
　ステップ２０２において、環境音音量が第１所定閾値以上である場合、オーディオの放
送音量を上げる。
【００４９】
　ステップ２０３において、環境音音量が第２所定閾値以下である場合、オーディオの放
送音量を下げる。
【００５０】
　本発明の実施例では、環境音情報から環境音音量を取得し、環境音音量に基づいて周囲
環境の雑音状況を確定し、環境音音量が大きいと、周囲環境の雑音が大きいことを確定し
、音声音量が低いと、周囲環境の雑音が低いことを確定する。そのうち、第１所定閾値と
第２所定閾値が５０デシベル、６０デシベルなどの値であってもよく、当業者は、実際の
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必要に応じて柔軟に設定することができるが、本実施例は、これに限定されない。環境音
音量が大きく、予め設定された第１閾値を超えた場合、現在雑音が多い環境にあることを
示すので、オーディオの放送効果を向上させるように、オーディオの現在の放送音量を自
動的に上げる。環境音音量が低くなる場合、オーディオの放送効果を向上させるように、
オーディオの現在の放送音量を自動的に下げることができる。当該方式は容易に実現され
、音量調整の効率を向上させることができる。
【００５１】
　図３に示すように、図３が一つの例示的な実施例による別の放送制御方法のフローチャ
ートであり、本実施形態は、図１に示す実施例に基づいて、どのように環境音情報に基づ
いてオーディオの放送音量を調整するかについての処理プロセスを説明し、下記のステッ
プ３０１～３０３を含む。
【００５２】
　ステップ３０１において、環境音情報における環境音音量を取得する。
【００５３】
　ステップ３０２において、環境音音量が第１所定閾値以上である持続時間が予め設定さ
れた時間を超えた場合、オーディオの放送音量を上げる。
【００５４】
　ステップ３０３において、環境音音量が第２所定閾値以下である持続時間が予め設定さ
れた時間を超えた場合、オーディオの放送音量を下げる。
【００５５】
　本発明の実施例において、環境音情報から環境音音量を取得し、環境音音量に基づいて
周囲環境の雑音状況を確定し、環境音音量が大きいと、周囲環境の雑音が大きいことを確
定し、音声音量が低いと、周囲環境の雑音が低いことを確定する。そのうち、第１所定閾
値と第２所定閾値が５０デシベル、６０デシベルなどの値であってもよい。当該所定時間
が５秒、１０秒などの時間であってもよく、当業者は、実際の必要に応じて柔軟に設定す
ることができるが、本実施例は、これに限定されない。環境音音量が大きく、且つ持続的
に予め設定された第１所定閾値を超えた場合、現在雑音が多い環境にあることを示すので
、オーディオの放送効果を向上させるように、オーディオの現在の放送音量を自動的に上
げる。環境音音量が低くなり、且つ持続的に予め設定された第２所定閾値より低い場合、
オーディオの放送効果を向上させるように、オーディオの現在の放送音量を自動的に下げ
ることができる。当該方式は、容易に実現され、音量調整の効率を向上させることができ
る。
【００５６】
　図４に示すように、図４が一つの例示的な実施例による別の放送制御方法のフローチャ
ートであり、本実施形態は、図１に示す実施例に基づいて、どのように環境音情報に基づ
いてオーディオの放送音量を調整するかについての別の処理プロセスを説明し、下記のス
テップ４０１～４０３を含む。
【００５７】
　ステップ４０１において、環境音情報における環境音音量を取得する。
【００５８】
　ステップ４０２において、環境音音量が第１所定閾値以上である場合、オーディオの上
げる前の初期放送音量を取得し、オーディオの放送音量を上げる。
【００５９】
　ステップ４０３において、環境音音量が第２所定閾値以下である場合、オーディオの放
送音量を初期放送音量に下げる。
【００６０】
　本発明の実施例では、環境音情報から環境音音量を取得し、環境音音量に基づいて周囲
環境の雑音状況を確定し、環境音音量が大きいと、周囲環境の雑音が大きいことを確定し
、音声音量が低いと、周囲環境の雑音が低いことを確定する。そのうち、第１所定閾値と
第２所定閾値が５０デシベル、６０デシベルなどの値であってもよく、当業者は、実際の
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必要に応じて柔軟に設定することができるが、本実施例は、これに限定されない。当該初
期放送音量は、オーディオの放送音量が環境音音量に基づいて調整されない前にユーザが
設定した放送音量である。環境音音量に基づいてオーディオの放送音量を上げる場合、環
境音音量が低くなることを検出すると、この時にオーディオの放送音量を初期放送音量に
下げることができ、これによりオーディオの放送音量がユーザの設定に復元する。当該方
式により、オーディオの放送音量に対する調整をより柔軟にし、音量調整の効果を向上さ
せることができる。
【００６１】
　他の選択可能な実施形態において、環境音情報に基づいてオーディオの放送音量を調整
することは、
　環境音情報における環境音音量を取得することと、
　環境音音量に対応する音量調整パラメータを取得することと、
　音量調整パラメータに基づいてオーディオの放送音量を調整することと、をさらに含む
ことができる。
【００６２】
　本発明の実施例において、異なる環境音音量と音量調整パラメータの対応関係を予め設
定することができ、環境音音量が異なる音量調整パラメータに対応することができるので
、オーディオの放送音量を上げるときに、より正確な調整を行い、オーディオの放送効果
を向上させることができる。そのうち、当該音量調整パラメータは、具体的な音量調整値
、例えば１０デシベル漸増／漸減したもの、２０デシベル漸増／漸減したものなどであっ
てもよく、または、音量調整割合、例えば５％漸増／漸減したもの、１００％漸増／漸減
したものなどであってもよい。例えば、環境音音量が８０デシベル～９０デシベルにある
場合、対応する音量調整パラメータは、１０デシベル漸増したもの、または５％漸増した
ものである。または、環境音音量が３０デシベル～４０デシベルにある場合、対応する音
量調整パラメータが１０デシベル漸減したもの、または５％漸減したものなどである。実
際の応用において、当業者は、音量調整パラメータを柔軟に設定することができ、異なる
環境音音量と音量調整パラメータの対応関係を柔軟に設定することもできるが、本実施例
は、これに限定されない。
【００６３】
　上記の実施例から分かるように、本発明の実施例は、環境音音量に対応する音量調整パ
ラメータを取得し、さらに音量調整パラメータに基づいて放送音量を調整することにより
、音量調整の正確性及び有効性を向上させ、オーディオの放送効果を向上させることがで
きる。
【００６４】
　図５に示すように、図５は一つの例示的な実施例による音量調整方法の応用シーンを示
す模式図である。図５に示すシーンにおいて、音収集装置としてのデシベルテスター、制
御装置としてのスマートフォン、放送装置としてのスマートラジオを含む。デシベルテス
ターとスマートフォンを無線で接続し、無線接続に基づいて両者の間に情報伝送とインタ
ラクションを行い、スマートフォンとラジオを無線で接続し、無線接続に基づいて両者の
間に情報伝送とインタラクションを行う。本実施例の音収集装置は、デシベルテスターの
みを例に説明し、本実施例の制御装置は、スマートフォンのみを例に説明し、本実施例の
放送装置は、スマートラジオのみを例に説明し、実際の応用において音収集装置は、具体
的にマイクなどの他の端末であってもよく、放送装置は、具体的なブルートゥーススピー
カーまたはＤＶＤなどの他のデジタル放送端末であってもよく、制御装置は、ＰＣ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｅｔｅｒ：パーソナルコンピュータ）などのインテリジェント
端末であってもよいと理解すべきである。
【００６５】
　図５に示す応用シーンにおいて、図５に示すデシベルテスターは、環境音音量を検出し
、検出された環境音音量を図５に示すスマートフォンに送信し、スマートフォンが環境音
音量に基づいて、環境音音量が大きいことを検出した場合、対応する音量上げ制御コマン
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ドを生成し、スマートラジオに送信し、スマートラジオが環境音情報に対応して音量を上
げる。
【００６６】
　図６に示すように、図６が一つの例示的な実施例による音量調整装置のブロック図であ
り、当該音量調整装置は、情報取得ユニット６１と調整ユニット６２を含む。
【００６７】
　ここで、情報取得ユニット６１は、オーディオを放送する場合、環境音情報を取得する
ように配置される。
【００６８】
　調整ユニット６２は、環境音情報に基づいてオーディオの放送音量を調整するように配
置される。
【００６９】
　本発明の実施例において、環境音情報を取得することにより、さらに環境音情報に基づ
いてオーディオの放送音量に対して対応する音量調整を行う。本発明は、環境音情報によ
り現在の環境の騒音状況を反映することで、ユーザが音量を手動で調整する操作を必要と
せずに、環境音情報により放送音量を調整し、ユーザに利便性を与えることができる。
【００７０】
　図７に示すように、図７が本発明の一つの例示的な実施例による別の音量調整装置のブ
ロック図であり、当該実施例は、図６に示す実施例を基に、情報取得ユニット６１が検出
サブユニット６１０または受信サブユニット６１１を含み、例示の便宜のために、図７に
２つのサブユニットが共に示される。
【００７１】
　ここで、検出サブユニット６１０は、内蔵された音収集センサにより環境音情報を検出
するように配置される。
【００７２】
　受信サブユニット６１１は、音収集装置から送信された環境音情報を受信するように配
置される。
【００７３】
　本発明の実施例において、内蔵された音収集センサにより環境音情報を検出することが
でき、音収集装置から送信された環境音情報を受信することもでき、上記の方式は、容易
に実現され、かつ収集された環境音情報の正確率が高い。
【００７４】
　図８に示すように、図８が本発明の一つの例示的な実施例による別の音量調整装置のブ
ロック図であり、当該実施例は、図６に示す実施例を基に、調整ユニット６２が第１音量
取得サブユニット６２０、第１上げサブユニット６２１および第１下げサブユニット６２
２を含む。
【００７５】
　ここで、第１音量取得サブユニット６２０は、環境音情報における環境音音量を取得す
るように配置される。
【００７６】
　第１上げサブユニット６２１は、環境音音量が第１所定閾値以上である場合、オーディ
オの放送音量を上げるように配置される。
【００７７】
　第１下げサブユニット６２２は、環境音音量が第２所定閾値以下である場合、オーディ
オの放送音量を下げるように配置される。
【００７８】
　本発明の実施例において、環境音情報における環境音音量を取得し、環境音音量と第１
所定閾値または第２所定閾値との比較に基づいて、放送音量の調整方式を確定することが
でき、当該方式は、容易に実現され、音量調整の効率を向上させることができる。
【００７９】
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　図９に示すように、図９が本発明の一つの例示的な実施例による別の音調調整装置のブ
ロック図であり、当該実施例は、図６に示す実施例を基に、調整ユニット６２が第２音量
取得サブユニット６２３、第２上げサブユニット６２４および第２下げサブユニット６２
５を含む。
【００８０】
　ここで、第２音量取得サブユニット６２３は、環境音情報における環境音音量を取得す
るように配置される。
【００８１】
　第２上げサブユニット６２４は、環境音音量が第１所定閾値以上である持続時間が予め
設定された時間を超えた場合、オーディオの放送音量を上げるように配置される。
【００８２】
　第２下げサブユニット６２５は、環境音音量が第２所定閾値以下である持続時間が予め
設定された時間を超えた場合、オーディオの放送音量を下げるように配置される。
【００８３】
　本発明の実施例において、環境音情報における環境音音量を取得することができ、環境
音音量が持続的に第１所定閾値を超える場合、放送音量を上げることを確定し、環境音音
量が持続的に第２所定閾値より低い場合、放送音量を下げることを確定する。上記の方式
は、容易に実現され、音量調整の効率を向上させることができる。
【００８４】
　図１０に示すように、図１０が本発明の例示的な実施例による別の音量調整装置のブロ
ック図であり、当該実施例は、図８と図９に示す実施例を基に、調整ユニット６２がオー
ディオの放送音量を上げる前に、上げる前のオーディオの初期放送音量を取得するように
配置される初期音量取得サブユニット６２６をさらに含む。
【００８５】
　ここで、第１下げサブユニット６２２は、オーディオの放送音量を初期放送音量に下げ
るように配置される第１下げサブモジュール６２２０を含む。
【００８６】
　第２下げサブユニット６２５は、オーディオの放送音量を初期放送音量に下げるように
配置される第２下げサブモジュール６２５０を含む。
【００８７】
　本発明の実施例において、環境音音量に基づいてオーディオの放送音量を上げた場合、
環境音音量が低くなることを検出すると、オーディオの放送音量を初期放送音量に下げる
ことができ、これによりオーディオの放送音量がユーザの設定に復元し、当該方式により
放送音量の調整をより柔軟にし、音量調整効果を向上させることができる。
【００８８】
　図１１に示すように、図１１が本発明の一つの例示的な実施例による別の音量調整装置
のブロック図であり、当該実施例は、図６に示す実施例を基に、調整ユニット６２が第３
音量取得サブユニット６２６、パラメータ取得サブユニット６２７および第１調整サブユ
ニット６２８を含む。
【００８９】
　ここで、第３音量取得サブユニット６２６は、環境音情報における環境音音量を取得す
るように配置される。
【００９０】
　パラメータ取得サブユニット６２７は、環境音音量に対応する音量調整パラメータを取
得するように配置される。
【００９１】
第１調整サブユニット６２８は、音量調整パラメータに基づいてオーディオの放送音量を
調整するように配置される。
【００９２】
　本発明の実施例において、環境音音量に対応する音量調整パラメータを取得し、さらに
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音量調整パラメータに基づいて放送音量を調整することにより、音調調整の正確性及び有
効性を向上させ、オーディオの放送効果を向上させることができる。
【００９３】
　図１２に示すように、図１２が本発明の一つの例示的な実施例による別の音量調整装置
のブロック図であり、当該実施例は、図６に示す実施例を基に、調整ユニット６２が第２
調整サブユニット６２９または第３調整サブユニット６２１０を含む。例示の便宜のため
に、図１２に上記の２つのサブユニットが共に示される。
【００９４】
　ここで、第２調整サブユニット６２９は、オーディオが本端末に位置する場合、直接的
に環境音情報に基づいてオーディオの放送音量を調整する。
【００９５】
　第３調整サブユニット６２１０は、オーディオが他の端末に位置する場合、他の端末が
環境音情報に基づいてオーディオの放送音量を調整することをトリガーにするように、環
境音情報に基づいてオーディオの放送音量を調整するための制御コマンドを生成して他の
端末に送信する。
【００９６】
　本発明の実施例において、本端末のオーディオの放送音量を調整することができ、他の
端末のオーディオに対して音量調整を行うこともでき、調整方式の柔軟性及び有効性を向
上させる。
【００９７】
　それに対応して、本発明は、
　プロセッサと、
　プロセッサにより実行可能なコマンドを記憶するためのメモリと、を含む端末を更に提
供している。
【００９８】
　ここで、プロセッサが、
　オーディオを放送する場合、環境音情報を取得し、
　環境音情報に基づいてオーディオの放送音量を調整するように配置される。
【００９９】
　装置におけるそれぞれのモジュールの機能および作用の実現プロセスについては、具体
的に方法における対応ステップの実現プロセスを参照し、ここで説明を省略する。
【０１００】
　装置の実施例は、基本的に方法の実施例に対応するため、関連部分が方法の実施例の部
分の説明を参照すればよい。上述した装置の実施例は、例示的なものに過ぎず、そのうち
、分離部材として説明されたモジュールが物理的に分離するものであってもよく、または
物理的に分離するものではなくてもよく、モジュールとして表示された部材が物理ユニッ
トであってもよく、物理ユニットではなくてもよく、すなわち１つの位置に位置してもよ
く、または複数のネットワークユニットに分布してもよい。実際の必要に応じてそのうち
の一部または全部のモジュールを選択して本発明の解決手段の目的を達成することができ
る。当業者は、創造的な労力を要さない場合、理解して実施することができる。
【０１０１】
　図１３に示すように、図１３は本発明の一つの例示的な実施例による音量調整装置１３
００のブロック図である。例えば、装置１３００は、ルーティング機能を有する携帯電話
、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送受信装置、ゲームコンソール、タブレ
ット端末、医療機器、フィットネス機器、パーソナルデジタルアシスタント等であっても
よい。
【０１０２】
　図１３を参照し、装置１３００は、処理部材１３０２、メモリ１３０４、電源部材１３
０６、マルチメディア部材１３０８、オーディオ部材１３１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）イ
ンターフェース１３１２、センサ部材１３１４、および通信部材１３１６のうちの一つ又
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は複数の部材を含むことができる。
【０１０３】
　処理部材１３０２は、一般的に装置１３００の全体的操作、例えば、表示、電話呼び出
し、データ通信、カメラ操作及び記録操作に関する操作を制御する。処理部材１３０２は
、上記方法の全部又は一部のステップを完成するために、コマンドを実行する一つ又は複
数のプロセッサ１３２０を含むことができる。さらに、処理部材１３０２はその他の部材
とのインタラクションが容易であるように、一つ又は複数のモジュールを含むことができ
る。例えば、処理部材１３０２は、マルチメディア部材１３０８と処理部材１３０２との
インタラクションが容易であるように、マルチメディアモジュールを含むことができる。
【０１０４】
　メモリ１３０４は、装置１３００における操作をサポートするために、さまざまなタイ
プのデータを記憶するように配置される。これらのデータの実例は、装置１３００におい
て操作される如何なるアプリケーション又は方法のコマンド、連絡先データ、電話帳デー
タ、メッセージ、ピクチャ、ビデオなどを含む。メモリ１３０４は如何なるタイプの揮発
性又は非揮発性メモリ又はそれらの組合せ、例えばスタティックランダムアクセスメモリ
（ＳＲＡＭ）、電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、消
去可能プログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブル読み取り専用
メモリ（ＰＲＯＭ）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、
磁気ディスク又は光ディスクにより実現することができる。
【０１０５】
　電源部材１３０６は、装置１３００のさまざまな部材に対し電力を供給する。電源部材
１３０６は電源管理システム、一つ又は複数の電源、及びその他の装置１３００に対する
電力の生成、管理及び供給に関連する部材を含むことができる。
【０１０６】
　マルチメディア部材１３０８は、装置１３００とユーザの間の出力インターフェースを
提供するスクリーンを含む。一部の実施例において、スクリーンは液晶ディスプレイ（Ｌ
ＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含むことができる。スクリーンにタッチパネルが含まれ
る場合、スクリーンはユーザからの入力信号を受信するために、タッチスクリーンで実現
されることができる。タッチパネルは、タッチ、スワイプ及びタッチパネルにおけるジェ
スチャーを感知するために、一つ又は複数のタッチセンサを含む。タッチセンサは、タッ
チ又はスワイプ動作の境界を感知するとともに、タッチ又はスワイプ動作に関わる持続時
間及び圧力を検出することができる。一部の実施例において、マルチメディア部材１３０
８は、フロントカメラ及び／又はバックカメラを含む。装置１３００が操作モードである
場合、例えば、撮影モード又はビデオモードである場合、フロントカメラ及び／又はバッ
クカメラは外部のマルチメディアデータを受信することができる。各フロントカメラ及び
バックカメラは、固定された光学レンズシステムであってもよく、又は焦点距離と光学ズ
ーム能力を有する。
【０１０７】
　オーディオ部材１３１０は、オーディオ信号を出力及び／又は入力するように配置され
る。例えば、オーディオ部材１３１０は、マイクロフォン（ＭＩＣ）を含み、装置１３０
０が操作モードである場合、例えば、呼び出しモード、記録モード及び音声認識モードで
ある場合、マイクロフォンは外部のオーディオ信号を受信するように配置される。受信さ
れたオーディオ信号は、さらにメモリ１３０４に記憶され、又は通信部材１３１６を介し
て送信される。一部の実施例において、オーディオ部材１３１０は、さらにオーディオ信
号を出力するスピーカーを含む。
【０１０８】
　Ｉ／Ｏインターフェース１３１２は、処理部材１３０２と周辺インターフェースモジュ
ールとの間にインターフェースを提供し、上記周辺インターフェースモジュールは、キー
ボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。これらのボタンは、ホームボタ
ン、ボリュームボタン、スタートボタン及びロックボタンを含むことができるがこれに限
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定されない。
【０１０９】
　センサ部材１３１４は、装置１３００に対し各方面の状態評価を提供する一つ又は複数
のセンサを含む。例えば、センサ部材１３１４は、装置１３００のオン／オフ状態、部材
の相対的位置決めを検出することができ、当該部材は、例えば、装置１３００のディスプ
レイ及びキーパッドであり、センサ部材１３１４は、さらに装置１３００又は装置１３０
０の一つの部材の位置変化、ユーザと装置１３００との接触の有無、装置１３００の方角
又は加速／減速及び装置１３００の温度変化を検出することができる。センサ部材１３１
４は、近接センサを含むことができ、如何なる物理的接触がないとき、近傍物体の存在を
検出するように配置される。センサ部材１３１４は、さらにイメージングアプリケーショ
ンに用いられる光学センサ、例えば、ＣＭＯＳ又はＣＣＤイメージセンサを含むことがで
きる。一部の実施例において、該センサ部材１３１４は、さらに加速度センサ、ジャイロ
センサ、磁気センサ、圧力センサ、マイクロ波センサ又は温度センサを含むことができる
。
【０１１０】
　通信部材１３１６は、装置１３００とその他の装置との有線又は無線による通信が容易
であるように配置される。装置１３００は、通信標準に基づく無線ネットワーク、例えば
ＷｉＦｉ、２Ｇ又は３Ｇ、又はそれらの組合せにアクセスすることができる。一例示的な
実施例において、通信部材１３１６は、放送チャネルを介して外部放送管理システムから
の放送信号又は放送関連情報を受信する。一例示的な実施例において、通信部材１３１６
は、狭域通信を促進するために、さらに近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールを含む。例
えば、ＮＦＣモジュールにおいて、無線周波数認識（ＲＦＩＤ）技術、赤外線データ協会
（ＩｒＤＡ）技術、超広帯域（ＵＷＢ）技術、ブルートゥース（ＢＴ）技術及びその他の
技術に基づいて実現することができる。
【０１１１】
　例示的な実施例において、装置１３００は、一つ又は複数の特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ）、プ
ログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）、コントローラー、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサ又はその他の
電子部品により実現することができ、上記方法を実行するのに用いられる。
【０１１２】
　例示的な実施例において、さらに、コマンドを含む非一時的なコンピュータ可読記憶媒
体、例えば、コマンドを含むメモリ１３０４を提供し、上記方法を完成するために、上記
コマンドは装置１３００のプロセッサ１３２０により実行することができる。例えば、非
一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピーディスク及び光データ記憶装置などであってもよい
。
【０１１３】
　非一時的なコンピュータ可読記憶媒体であって、記憶媒体におけるコマンドが端末のプ
ロセッサによって実行される場合、端末に、音量調整方法を実行させることができ、当該
方法は、
　オーディオを放送する場合、環境音情報を取得することと、
　環境音情報に基づいてオーディオの放送音量を調整することと、を含むコンピュータ可
読記憶媒体。
【０１１４】
　当業者であれば、明細書を考慮しここに開示された発明を実践した後、本発明のその他
の実施態様を容易に想到できる。本発明は、本発明の如何なる変形、用途又は適応的変化
を含むためのものであり、これらの変形、用途又は適応的変化は本発明の一般的な原理に
準じ、本発明の開示されていない本技術分野における公知常識又は慣用の技術手段を含む
。明細書と実施例は例示的なものに過ぎず、本発明の実際の範囲と精神は特許請求の範囲
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【０１１５】
　理解すべきことは、本発明は既に上記のように説明され、図面に示された正確な構造に
限定されず、その範囲を逸脱しない限りにおいて様々な修正や変更を行うことができる。
本発明の範囲は特許請求の範囲のみにより限定される。
【０１１６】
　上記は、本発明の好ましい実施例に過ぎず、本発明を制限するものではなく、本発明の
精神と原則におけるいかなる変更、同等入れ替え、改良などは、本発明の保護範囲に含ま
れるべきである。
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