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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力映像の画面管理を行い、各入力映像データの位置関係情報を生成する画面制御手段
と、
　前記各入力映像データから部分画像データを生成する画像切り出し手段と、
　音源別の音声データを入力する音源別データ入力手段と、
　前記画面制御手段により生成された位置関係情報を元に、前記画像切り出し手段により
生成された部分画像データと前記音源別の音声データと前記音源別の音声データの全音量
に対する描画領域ごとの割合を示す音量情報とを画面上の描画領域ごとにまとめてタイル
データを構成するタイル化手段と、
　前記タイル化手段により構成されるタイルデータを合成して１つの画面データを構成す
る画面合成手段と、
　前記画面合成手段によって構成された画面データを表示装置に表示する映像出力手段と
、
　前記タイル化手段により構成されるタイルデータ中の音源別の音声データを前記音量情
報で示される割合で合成して１つの画面分の音声データを生成する音声データ生成手段と
を備えることを特徴とする映像音声出力装置。
【請求項２】
　前記画面制御手段は、最終的に出力する画面の構成を表す画面位置関係情報を生成して
前記タイル化手段に供給することを特徴とする請求項１に記載の映像音声出力装置。
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【請求項３】
　前記画面制御手段は、最終的に出力する画面の構成を表す画面位置関係情報を生成して
前記画面合成手段および音声データ生成手段に供給することを特徴とする請求項１に記載
の映像音声出力装置。
【請求項４】
　前記タイル化手段により構成されるタイルデータの中から、前記表示装置に出力すべき
タイルをユーザに選択させる画面選択手段を備えることを特徴とする請求項１に記載の映
像音声出力装置。
【請求項５】
　出力映像の画面管理を行い、各入力映像データの位置関係情報を生成する画面制御工程
と、
　前記各入力映像データから部分画像データを生成する画像切り出し工程と、
　音源別の音声データを入力する音源別データ入力工程と、
　前記画面制御工程において生成された位置関係情報を元に、前記画像切り出し工程にお
いて生成された部分画像データと前記音源別の音声データと前記音源別の音声データの全
音量に対する描画領域ごとの割合を示す音量情報とを画面上の描画領域ごとにまとめてタ
イルデータを構成するタイル化工程と、
　前記タイル化工程において構成されるタイルデータを合成して１つの画面データを構成
する画面合成工程と、
　前記画面合成工程において構成された画面データを表示装置に表示する映像出力工程と
、
　前記タイル化工程において構成されるタイルデータ中の音源別の音声データを前記音量
情報で示される割合で合成して１つの画面分の音声データを生成する音声データ生成工程
とを備えることを特徴とする映像音声出力方法。
【請求項６】
　前記画面制御工程は、最終的に出力する画面の構成を表す画面位置関係情報を生成して
前記タイル化工程に供給することを特徴とする請求項５に記載の映像音声出力方法。
【請求項７】
　前記画面制御工程は、最終的に出力する画面の構成を表す画面位置関係情報を生成して
前記画面合成工程および音声データ生成工程に供給することを特徴とする請求項５に記載
の映像音声出力方法。
【請求項８】
　前記タイル化工程において構成されるタイルデータの中から、前記表示装置に出力すべ
きタイルをユーザに選択させる画面選択工程を備えることを特徴とする請求項５に記載の
映像音声出力方法。
【請求項９】
　出力映像の画面管理を行い、各入力映像データの位置関係情報を生成する画面制御工程
と、
　前記各入力映像データから部分画像データを生成する画像切り出し工程と、
　音源別の音声データを入力する音源別データ入力工程と、
　前記画面制御工程において生成された位置関係情報を元に、前記画像切り出し工程にお
いて生成された部分画像データと前記音源別の音声データと前記音源別の音声データの全
音量に対する描画領域ごとの割合を示す音量情報とを画面上の描画領域ごとにまとめてタ
イルデータを構成するタイル化工程と、
　前記タイル化工程において構成されるタイルデータを合成して１つの画面データを構成
する画面合成工程と、
　前記画面合成工程において構成された画面データを表示装置に表示する映像出力工程と
、
　前記タイル化工程において構成されるタイルデータ中の音源別の音声データを前記音量
情報で示される割合で合成して１つの画面分の音声データを生成する音声データ生成工程
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とをコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のプログラムを記憶したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な
記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は映像音声出力装置、映像音声出力方法、プログラム及び記憶媒体に関し、特に
、再生映像と再生音声とを一致させるために用いて好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の映像データ及び音声データを同時再生可能な映像音声出力装置においては、ある
画面の一部が他の画面によって隠れるという状態が発生する場合があった。このような場
合、音声を出力するためには画面毎の音声データを何らかの手段で合成する必要がある。
このような処理を行うための装置として関連するものには、例えば特許文献１などに記載
の技術がある。
【０００３】
　前記特許文献１に記載の「画像装置」では、各入力映像信号に対応する画像の大きさ、
画像の重なりを含む位置関係、あるいは特定映像の選択情報を参照する。そして、前記大
きさの大きい画像、あるいは前記重なりの前後の位置関係で前に位置する画像、あるいは
前記選択対象の特定画像に同期する音信号を標準値とする。そして、その他の画像に同期
する音信号を小さくする処理を自動的に行うことを特徴としている。
【特許文献１】特開平０５－１９７２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記技術によれば複数画面を同時出力する際、画面の構成を元にして画面毎に対応する
音声データの音量調整を自動的に行うことが可能になる。しかしながら前記技術では画面
毎に対応する音声データの音量を画面毎に調整するのみであり、各画面のオブジェクト毎
の音管理を行うことができなかった。
【０００５】
　このため、例えば図２に示したように、第１ＣＨの画面上に２つのオブジェクトＡ、Ｂ
が存在し、新たに第２ＣＨの画面がオブジェクトＢに重なる場合がある。このような場合
に、従来方法を用いた技術ではオブジェクト個別の音管理を行うことができなかった。
【０００６】
　したがって、図３に示したように、実際には第２ＣＨに隠れてしまって表示されていな
いオブジェクトＢに対応する音声ソースＢも出力されてしまう不都合があった。このよう
に、従来技術では複数画面を同時に出力する映像音声出力装置においては、複数画面合成
後の出力映像の構成と出力音声とを一致させることができないという問題があった。
【０００７】
　本発明は前述の問題点に鑑み、複数画面合成後の出力映像の構成と出力音声とを一致さ
せることができるようにすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の映像音声出力装置は、出力映像の画面管理を行い、各入力映像データの位置関
係情報を生成する画面制御手段と、前記各入力映像データから部分画像データを生成する
画像切り出し手段と、音源別の音声データを入力する音源別データ入力手段と、前記画面
制御手段により生成された位置関係情報を元に、前記画像切り出し手段により生成された
部分画像データと前記音源別の音声データと前記音源別の音声データの全音量に対する描
画領域ごとの割合を示す音量情報とを画面上の描画領域ごとにまとめてタイルデータを構
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成するタイル化手段と、前記タイル化手段により構成されるタイルデータを合成して１つ
の画面データを構成する画面合成手段と、前記画面合成手段によって構成された画面デー
タを表示装置に表示する映像出力手段と、前記タイル化手段により構成されるタイルデー
タ中の音源別の音声データを前記音量情報で示される割合で合成して１つの画面分の音声
データを生成する音声データ生成手段とを備えることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の映像音声出力方法は、出力映像の画面管理を行い、各入力映像データの位置関
係情報を生成する画面制御工程と、前記各入力映像データから部分画像データを生成する
画像切り出し工程と、音源別の音声データを入力する音源別データ入力工程と、前記画面
制御工程において生成された位置関係情報を元に、前記画像切り出し工程において生成さ
れた部分画像データと前記音源別の音声データと前記音源別の音声データの全音量に対す
る描画領域ごとの割合を示す音量情報とを画面上の描画領域ごとにまとめてタイルデータ
を構成するタイル化工程と、前記タイル化工程において構成されるタイルデータを合成し
て１つの画面データを構成する画面合成工程と、前記画面合成工程において構成された画
面データを表示装置に表示する映像出力工程と、前記タイル化工程において構成されるタ
イルデータ中の音源別の音声データを前記音量情報で示される割合で合成して１つの画面
分の音声データを生成する音声データ生成工程とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明のプログラムは、出力映像の画面管理を行い、各入力映像データの位置関係情報
を生成する画面制御工程と、前記各入力映像データから部分画像データを生成する画像切
り出し工程と、音源別の音声データを入力する音源別データ入力工程と、前記画面制御工
程において生成された位置関係情報を元に、前記画像切り出し工程において生成された部
分画像データと前記音源別の音声データと前記音源別の音声データの全音量に対する描画
領域ごとの割合を示す音量情報とを画面上の描画領域ごとにまとめてタイルデータを構成
するタイル化工程と、前記タイル化工程において構成されるタイルデータを合成して１つ
の画面データを構成する画面合成工程と、前記画面合成工程において構成された画面デー
タを表示装置に表示する映像出力工程と、前記タイル化工程において構成されるタイルデ
ータ中の音源別の音声データを前記音量情報で示される割合で合成して１つの画面分の音
声データを生成する音声データ生成工程とをコンピュータに実行させることを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、出力画面上に表示される音源オブジェクトと出力音声とを一致させた
タイルデータを構成することが可能となる。
　特に、複数画面を同時に出力する映像音声出力装置においては、タイルデータ中の音源
別の音声データを、前記音源別の音声データの全音量に対する描画領域ごとの割合を示す
音量情報で示される割合で合成して１つの画面分の音声データを生成することが可能とな
り、複数画面合成後の出力映像の構成と出力音声とを一致させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
（第１の実施形態）
　以下、本発明の実施形態を、図面を用いて詳細に説明する。
　図６は、本発明の第１の実施形態を示すブロック図である。図６に示したように、映像
音声出力装置７００は、入力された複数ストリームの映像データ７３０、７３２、及び各
映像データに同期する音声データ（通常の音声データ）７３１を、映像出力部７４０に１
つの映像として出力する。また、音声出力部７５０に音声データを合成して出力するため
の装置である。
【００１３】
　この例では、各映像データ７３０（第１の映像データ）、７３２（第２の映像データ）
に同期する通常の音声データ７３１と、各映像データ上のオブジェクト毎に音源が分離さ
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れた音源別音声データ７３３を入力音声として想定している。
【００１４】
　まず、各映像データ７３０、７３２は、画像切り出し部７０１に入力される。画像切り
出し部７０１は、各映像データ７３０、７３２の各フレームを任意サイズのブロックとし
て分割し部分画像データ７２２として出力する。
【００１５】
　また、通常の音声データ７３１は音源分離部７０２に入力される。音源分離部７０２は
、入力された音声データに含まれる音源毎に音声データを分離するとともに、画面上にお
ける各音源の座標を特定し、前記音源別音声データと音源座標情報とを関連付けて音源別
データ７２３として出力する。
【００１６】
　音源の分離、座標特定部としてはオブジェクト認識による解析方法などがあるが、単純
な方法としては、ステレオ出力の左右をそれぞれ２つの音源別音声データとして分離し、
その座標を画面上の左半面、右半面の任意の座標とする方法を採用することができる。な
お、映像音声出力装置７００に対して入力される段階で、音源別データとして既に分離さ
れている音源別音声データ７３３は音源分離部７０２に入力しない。
【００１７】
　画面制御部７０３は、出力画像における各映像データの画面構成を管理し、各画面（各
入力映像）の出力位置、上下関係、不透明合成／半透明合成などの合成処理の種類を含む
画面位置関係情報７２１を生成してタイル化部７０５に出力する。この画面位置関係情報
７２１は、最終的に出力する画面の構成を表す情報である。
【００１８】
　タイル化部７０５は、これらの前記部によって出力される部分画像データ７２２、音源
別データ７２３、画面位置関係情報７２１及び映像音声出力装置７００に対する入力の段
階で音源別データとして分離されている音源別音声データ７３３を入力とする。そして、
それらを各画面上の描画領域ごとに１つのデータ単位であるタイルデータ７１０として生
成して出力する。すなわち、タイル化部７０５は、画面位置関係情報７２１を元に、部分
画像データ７２２と音源別音声データ７２３、７３３とを画面上の描画領域ごとにまとめ
てタイルデータを構成する。
【００１９】
　一例として、図４のように、１つのフレームである出力画像データ５００に２つの音声
ソースが含まれていた場合について説明する。図４の場合、第１ＣＨに音声ソースＡ、音
声ソースＢが含まれていて、それらの音源座標が第１の部分画像データ５０１、第２の部
分画像データ５０２にそれぞれ対応している。
【００２０】
　このような場合、第１の部分画像データ５０１と、第１ＣＨ．音声ソースＡと、第１の
部分画像データ５０１の描画位置情報とを１つのタイルデータとする。また、第２の部分
画像データ５０２と、第１ＣＨ．音声ソースＢと、第２の部分画像データ５０２の描画位
置情報とを１つのタイルデータとする。また、その他の部分については対応する音源別デ
ータが存在しないため、部分画像データと描画位置情報のセットのみでタイルデータを構
成する。
【００２１】
　この際、図５の例のように、タイルデータに音量情報を含める構成であった場合には、
部分画像データ６０１～部分画像データ６０６を部分画像データ、描画位置情報、音源別
データ及び音量情報を持つタイルデータとする。そして、その他の部分については部分画
像データ及び描画位置情報のみでタイルデータを構成する。
【００２２】
　このようにして構成したタイルデータ７１０を画像処理部７０８に入力する。画像処理
部７０８では、入力されたタイルデータ毎に部分画像データ７１３の高画質化等の処理を
行い、部分画像データ７１３を更新してタイルデータを出力する。
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【００２３】
　画像処理部７０８より出力されたタイルデータは画面合成部７０６に入力される。画面
合成部７０６は、入力された複数タイルデータの描画位置情報７１２を参照して部分画像
データ７１３を配置し、出力画面データを出力する。
【００２４】
　画面合成部７０６より出力された出力画面データ（出力映像）は、映像出力部７４０に
入力される。映像出力部７４０は、入力された出力画面データを任意のディスプレイ上に
出力する。結果として、入力された複数の映像ストリームが映像出力部７４０において１
つの映像として出力される。
【００２５】
　一方、音声出力に関しては、音声合成部７０７はタイルデータを入力とし、タイルデー
タ中の音源別データ７１４及び音量情報７１１を参照して音声を合成する。具体的には各
タイルデータの持つ音源別データ７１４を音量情報７１１の比で合成し、音声出力部７５
０のチャンネルごとに１つの画面分の出力音声を生成する。すなわち、該当音源別データ
の全音量に対する割合を音量情報として含んだ音声データを生成する音声データ生成手段
として機能する。
【００２６】
　このとき、各タイルデータは、タイル化部７０５によって音声が出力されるべきタイル
データ７１０のみに音源別データ７１４及び音量情報７１１が付加されているため、出力
される音声データは、出力されるべき音源別データ７１４のみの合成となる。ここで出力
されるべき音源別データ７１４とは、例えば出力画像データ５００上に表示される部分画
像データ７１３に対応する音源別データ７１４である。
【００２７】
　さらに、画面選択部７０４はユーザインタフェースを提供し、ユーザに対して出力画面
上の任意の範囲または画面の選択を可能にするとともに、前記の指定された画面情報を画
面制御情報７２０として画面制御部７０３に入力する。このようにして入力された画面制
御情報７２０は、画面制御部７０３が管理する画面構成を変更することにより結果として
ユーザにより画面構成を変更することが可能となる。
【００２８】
　以上、説明したように、複数映像ストリームと各映像ストリームに対応する複数音声ス
トリームを入力とする映像音声出力装置において、映像出力部７４０における出力画像デ
ータ５００と音声出力部７５０における出力音声データとの整合性を図ることができる。
これにより、出力画像データと出力音声データとを一致させることが可能になる。
【００２９】
（第２の実施形態）
　図７は、本発明の第２の実施形態の構成例を示すブロック図であり、図６に示した第１
の実施形態に対して、複数の映像出力部を持つ点が異なっている。なお、この実施形態で
は第１の映像出力部８５０、第２の映像出力部８５１の画面構成がそれぞれ独立している
場合を想定している。
【００３０】
　この実施形態では、画面制御部８０３は第１の映像出力部８５０及び第２の映像出力部
８５１両方の画面管理を行っている。そして、画面位置関係情報８３１を第１の画面合成
部８０６、第１の音声合成部８０７、第２の画面合成部８０９、第２の音声合成部８１０
に対して入力する。このため、本実施形態は第１の実施形態とは異なり、タイルデータ８
２０には描画位置情報を含めないようにしている。
【００３１】
　第１の画面合成部８０６及び第２の画面合成部８０９は、前記画面制御部８０３から入
力された画面位置関係情報８３１をそれぞれ参照し、各映像出力部において再生すべき映
像ストリームを指定される位置関係で合成して出力する。
【００３２】
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　また、第１の音声合成部８０７及び第２の音声合成部８１０は、画面制御部８０３から
入力された画面位置関係情報８３１をそれぞれ参照し、各音声出力部において再生すべき
音声ストリームを選択し、合成して出力する。
【００３３】
　以上のようにして、画面構成の独立な映像出力部及び音声出力部が複数存在する場合に
も、各映像出力部と音声出力部における映像出力と音声出力とを一致させることが可能に
なる。
【００３４】
　図１は、本実施形態の代表的な効果を示す図であり、１つの映像出力部上に２つの画面
第１ＣＨ１００、第２ＣＨ１１０が出力され、第１ＣＨ上にオブジェクトＡ１０１及びオ
ブジェクトＢ１０２が存在している。
【００３５】
　これにより、第２ＣＨ１１０によって第１ＣＨ１００のオブジェクトＢ１０２が隠れる
場合、音声出力部１２０における出力音声からオブジェクトＢ１０２に対応する第１ＣＨ
．音声ソースＢ１０４のみを消去することを示している。なお、この例では簡単のため第
２ＣＨ１１０に対応する音声ソースは無い場合を示している。
【００３６】
　図２は、ディスプレイの一般的なユースケースを示す図であり、１つの映像出力部上に
１つの画面第１ＣＨ２００が出力され、第１ＣＨ２００上にオブジェクトＡ２０１、オブ
ジェクトＢ２０２が存在する。
【００３７】
　この場合、音声出力部２２０における出力音声からはオブジェクトＡ２０１、オブジェ
クトＢ２０２にそれぞれ対応する第１ＣＨ．音声ソースＡ２０３、第１ＣＨ．音声ソース
Ｂ（２０４）が出力されることを示している。このような場合は従来技術、本発明の何れ
の場合にも第１ＣＨ２００に対応する音声データが出力されるため、出力音声は同じもの
になる。
【００３８】
　図３は、本実施形態の映像音声出力装置を適用しなかった結果を示す図である。この場
合、１つの映像出力部上に２つの画面第１ＣＨ３００、第２ＣＨ３１０が出力され、第１
ＣＨ３００上にオブジェクトＡ３０１、オブジェクトＢ３０２が存在し、第２ＣＨ３１０
によって第１ＣＨ３００のオブジェクトＢ３０２が隠れることになる。
【００３９】
　このような場合、従来技術ではオブジェクト毎の音声管理を行うことができず、第１Ｃ
Ｈ３００に対応する音声データをまとめて調整することしかできなかった。このため、オ
ブジェクトＢ３０２が第２ＣＨ３１０によって隠れているにもかかわらずオブジェクトＢ
３０２に対応する音声データが出力されていた。
【００４０】
　または、オブジェクトＡ３０１が出力画面上に現れているにもかかわらずオブジェクト
Ａ３０１に対応する音声データが出力されないようになる場合があった。何れにしても、
出力画像と出力音声との不一致が発生する可能性があった。
【００４１】
　図４は、本実施形態のタイルデータにおける描画位置情報と部分画像データと音源別デ
ータの関係を示す図である。この例では、出力画像データ５００を１６分割し、そのうち
の第１の部分画像データ５０１に第１ＣＨ．音声ソースＡを対応させ、同様に第２の部分
画像データ５０２に第１ＣＨ．音声ソースＢを対応させている場合を示している。
【００４２】
　図５は、本実施形態のタイルデータにおける音量情報と描画位置情報と部分画像データ
と音源別データの関係を示す図である。この例では、出力画像データ６００を１６分割し
、そのうちの部分画像データ６０１に第１ＣＨ．音声ソースＡが対応し、かつその音量は
１００％であることを示している。
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【００４３】
　同様に、部分画像データ６０２に第１ＣＨ．音声ソースＢが対応し、かつその音量は６
０％である。同様に、部分画像データ６０３～部分画像データ６０６に第１ＣＨ．音声ソ
ースＢが対応し、かつその音量はそれぞれ１０％である。このように、音量情報を付加す
ることで音源が出力画面上の広範囲に位置する場合にもその分布を表現することが可能に
なる。
【００４４】
（第３の実施形態）
　次に、図８を参照しながら本発明の第３の実施形態を説明する。
　図８において、画面制御部９０３は、画面合成部９０６及び音声合成部９０７に対して
画面位置関係情報９２１を出力する。そして、描画すべき部分画像データ９１３の選択及
び再生すべき音源別データ９１４の選択は、画面合成部９０６、音声合成部９０７におい
てそれぞれ行う。具体的な機能及び動作は前述した第１及び第２の実施形態と同様である
ので、詳細な説明を省略する。
【００４５】
（本発明に係る他の実施形態）
　前述した本発明の実施形態における映像音声出力装置を構成する各手段、並びに映像音
声出力方法の各ステップは、コンピュータのＲＡＭやＲＯＭなどに記憶されたプログラム
が動作することによって実現できる。このプログラム及び前記プログラムを記録したコン
ピュータ読み取り可能な記憶媒体は本発明に含まれる。
【００４６】
　また、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラムもしくは記憶媒体等とし
ての実施形態も可能である。具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用して
もよいし、また、一つの機器からなる装置に適用してもよい。
【００４７】
　なお、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、シ
ステムあるいは装置に直接されてもよい。あるいは遠隔から供給し、そのシステムあるい
は装置のコンピュータが前記供給されたプログラムコードを読み出して実行することによ
っても達成される場合を含む。
【００４８】
　したがって、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータに
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００４９】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であってもよい。
【００５０】
　プログラムを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標）ディ
スク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、
ＣＤ－ＲＷなどである。また、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（
ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）なども含む。
【００５１】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、前記ホームページから本発明のコンピュータ
プログラムそのものをダウンロードすることによっても供給できる。もしくは、圧縮され
自動インストール機能を含むファイルをハードディスク等の記憶媒体にダウンロードする
ことによっても供給できる。
【００５２】
　また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、そ
れぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能で
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ある。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを
複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである
。
【００５３】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、その鍵情報を使用することにより
暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可
能である。
【００５４】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。その他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼
動しているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述し
た実施形態の機能が実現され得る。
【００５５】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれる。そ
して、その後、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニット
に備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した
実施形態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本実施形態の代表的な効果の具体例を示す図である。
【図２】一般的なディスプレイにおける動作例を示す図である。
【図３】本実施形態の映像音声出力装置を適用しなかった結果を示す図である。
【図４】本実施形態のタイルデータにおける描画位置情報、部分画像データ、音源別デー
タの関係を示す図である。
【図５】本実施形態のタイルデータにおける描画位置情報、部分画像データ、音源別デー
タ、音量情報の関係を示す図である。
【図６】第１の実施形態を示し、映像音声出力装置の構成例を示すブロック図である。
【図７】第２の実施形態を示し、映像音声出力装置の構成例を示すブロック図である。
【図８】第３の実施形態を示し、映像音声出力装置の構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００５７】
７００　映像音声出力装置
７０１　画像切り出し部
７０２　音源分離部
７０３　画面制御部
７０４　画面選択部
７０５　タイル化部
７０６　画面合成部
７０７　音声合成部
７０８　画像処理部
７４０　映像出力部
７５０　音声出力部
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