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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　低域の音がリスナの耳にほぼ減衰されることなく伝達される距離だけ離れた位置におい
て、前記リスナ両耳の近傍に配置される第１および第２のスピーカに供給する音声信号を
生成する出力回路と、
　前記第１および第２のスピーカよりも前記リスナから離れた位置に設置される他のスピ
ーカから放音される音声の有無を検出する検出手段と、
　を備え、
　前記第１および第２のスピーカは、それぞれ、スピーカユニットの振動板の前後から出
る音が加算可能なように、前記スピーカユニットをバッフル板に取り付けることなく、リ
スナの両耳の近傍に配置するように保持手段により保持されており、
　前記出力回路では、前記検出手段の検出結果に基づいて、前記他のスピーカからの放音
音声が無いと判別したときには、前記他のスピーカに供給する音声信号を、前記第１およ
び第２のスピーカに供給するように制御する
　音響再生装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の音響再生装置において、
　前記出力回路は、
　前記他のスピーカに供給する音声信号に対して、前記第１および第２のスピーカで音響
再生したときに、リスナが、前記他のスピーカ装置から音声が放音されたように聴取する
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ようにするための仮想音源処理を施す手段と、
　前記検出手段の検出結果に基づいて、前記他のスピーカからの放音音声が無いと判別し
たときに、前記仮想音源処理を施した前記他のスピーカに供給する音声信号を、前記第１
および第２のスピーカに供給するようにする手段と
　を備える音響再生装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の音響再生装置において、
　前記検出手段は、
　音声を収音する収音手段と、
　前記収音手段で収音した音声の音声信号と、前記他のスピーカに供給する音声信号との
相関を検出する相関検出手段と
　を備え、前記相関検出手段で相関があると検出したときに、前記他のスピーカから放音
される音声が有ると検出する音響再生装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の音響再生装置において、
　前記出力回路は、前記他のスピーカへの音声信号の供給を、操作入力手段を通じたリス
ナの操作入力に応じて制御する機能を備え、
　前記音声検出手段は、前記操作入力手段を通じたリスナの操作入力を監視して、前記他
のスピーカへの音声信号の供給の有無に応じて、前記他のスピーカからの放音音声の有無
を検出する音響再生装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の音響再生装置において、
　前記出力回路は、マルチチャンネル音声を音響再生する音声信号を生成するものであっ
て、
　前記第１および第２のスピーカには、前記マルチチャンネル音声のうちの低域音声信号
が常時供給される音響再生装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の音響再生装置において、
　前記出力回路は、マルチチャンネル音声を音響再生する音声信号を生成するものである
と共に、前記他のスピーカは、前方左右２チャンネルの音声を音響再生する２個のスピー
カからなり、
　前記出力回路は、
　前記他のスピーカに供給する前記前方左右２チャンネルの音声信号に対して、前記第１
および第２のスピーカで音響再生したときに、リスナが、前記他のスピーカ装置から音声
が放音されたように聴取するようにするための仮想音源処理を施す第１の仮想音源処理手
段と、
　前記第１および第２のスピーカで音響再生したときに、後方左チャンネル音声および後
方右チャンネル音声が、リスナの後方左および後方右から放音されたように聴取されるよ
うに後方左および後方右チャンネルの音声信号に対して仮想音源処理を施す第２の仮想音
源処理手段と、
　を備え、
　前記検出手段の検出結果に基づいて、前記他のスピーカ装置からの放音音声が有ると判
別したときには、前記第１および第２のスピーカには、前記マルチチャンネル音声のうち
の低域音声信号と、前記第２の仮想音源処理手段からの前記仮想音源処理が施された前記
後方左チャンネル音声および後方右チャンネル音声とを供給し、
　前記検出手段の検出結果に基づいて、前記他のスピーカ装置からの放音音声が無いと判
別したときには、前記第１および第２のスピーカには、前記低域音声信号および前記仮想
音源処理が施された後方左右２チャンネル音声信号に加えて、前記第１の仮想音源処理手
段からの前記仮想音源処理が施された前記前方左右２チャンネルの音声信号を供給する
　音響再生装置。
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【請求項７】
　請求項１に記載の音響再生装置において、
　前記出力回路は、マルチチャンネル音声を音響再生する音声信号を生成するものであり
、前記他のスピーカは、前方左右２チャンネルの音声を音響再生する２個のスピーカから
なり、前記第１および第２のスピーカは、低域音声信号の音響再生用とされると共に、
　前記第１および第２のスピーカ、前記他のスピーカのほかに、リスナの両耳の後方に、
後方左チャンネル音声および後方右チャンネル音声を放音するための第３および第４のス
ピーカが設けられ、
　前記出力回路は、
　前記他のスピーカに供給する前記前方左右２チャンネルの音声信号に対して、前記第１
および第２のスピーカで音響再生したときに、リスナが、前記他のスピーカ装置から音声
が放音されたように聴取するようにするための仮想音源処理を施す仮想音源処理手段を備
え、
　前記音声検出手段の検出結果に基づいて、前記他のスピーカ装置からの放音音声が無い
と判別したときには、前記第１および第２のスピーカには、前記低域音声信号に加えて、
前記仮想音源処理手段からの前記仮想音源処理が施された前記前方左右２チャンネルの音
声信号を供給する
　音響再生装置。
【請求項８】
　低域の音がリスナの耳にほぼ減衰されることなく伝達される距離だけ離れた位置におい
て、前記リスナの両耳の近傍に配置される第１および第２のスピーカに供給する音声信号
を生成する出力回路と、
　設定された時刻になったか否かを監視するタイマー部と、
　を備え、
　前記第１および第２のスピーカは、それぞれ、スピーカユニットの振動板の前後から出
る音が加算可能なように、前記スピーカユニットをバッフル板に取り付けることなく、リ
スナの両耳の近傍に配置するように保持手段により保持されており、
　前記出力回路では、前記タイマー部からの出力を受けて、前記設定された時刻になった
ときに、前記第１および第２のスピーカよりも前記リスナに対して離れた位置に設置され
る他のスピーカへの音声信号の供給を停止し、その代わりに、前記他のスピーカに供給す
る音声信号を、当該音声信号に対して、リスナが、前記他のスピーカから音声が放音され
たように聴取するようにするための仮想音源処理を施して前記第１および第２のスピーカ
に供給する
　ことを特徴とする音響再生装置。
【請求項９】
　低域の音がリスナの耳にほぼ減衰されることなく伝達される距離だけ離れた位置におい
て、前記リスナの両耳の近傍に配置される第１および第２のスピーカに供給する音声信号
を生成する出力回路と、
　リスナの入力操作に基づく操作信号を受け付ける入力回路と、
　を備え、
　前記第１および第２のスピーカは、それぞれ、スピーカユニットの振動板の前後から出
る音が加算可能なように、前記スピーカユニットをバッフル板に取り付けることなく、リ
スナの両耳の近傍に配置するように保持手段により保持されており、
　前記出力回路では、前記入力回路で前記第１および第２のスピーカよりも前記リスナに
対して離れた位置に設置される他のスピーカからの放音音声を停止あるいは低減させるよ
うにする指示が受け付けられたときに、前記他のスピーカに供給する音声信号を、前記第
１および第２のスピーカに供給するように制御する
　ことを特徴とする音響再生装置。
【請求項１０】
　低域の音がリスナの耳にほぼ減衰されることなく伝達される距離だけ離れた位置におい
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て、前記リスナの両耳の近傍に第１および第２のスピーカを配置すると共に、前記第１お
よび第２のスピーカは、それぞれ、スピーカユニットの振動板の前後から出る音が加算可
能なように、前記スピーカユニットをバッフル板に取り付けることなく、リスナの両耳の
近傍に配置するように保持手段により保持し、さらに、前記第１および第２のスピーカよ
りも前記リスナに対して離れた位置に他のスピーカを配置して、音響再生するようにする
音響再生方法において、
　前記他のスピーカから放音される音声の有無を検出する検出工程と、
　前記検出工程における検出結果に基づいて、前記他のスピーカからの放音音声が無いと
判別したときには、前記他のスピーカに供給する音声信号を、前記第１および第２のスピ
ーカに供給するように制御する工程と、
　を備えることを特徴とする音響再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、外部への騒音を減らしながら、十分な音量での聴取を可能にする音響再生
装置および音響再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ホームシアターシステムと呼ばれる映像音響再生システムが普及しつつある。この映像
音響再生システムにおいては、例えばＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄ
ｉｓｃ）からの映像再生は、比較的大画面のディスプレイに表示して行なうと共に、音響
再生は、マルチチャンネル方式、最近は、５．１チャンネル方式を採用して、迫力のある
映像および音響再生ができるようにしている。
【０００３】
　この５．１チャンネル方式の音響再生システムでは、フロント、センタ、リア、サブウ
ーハと、４種類、６本のスピーカを適宜の位置に配置すると共に、比較的大音量出力でス
ピーカを鳴らすようにする。
【０００４】
　すなわち、リスナの前方の、左側にフロント左チャンネル用スピーカが、右側にフロン
ト右チャンネル用スピーカが、また、正面にセンタチャンネル用スピーカが、それぞれ配
置される。また、リスナの後方の、左側にリア左チャンネル用スピーカが、右側にリア右
チャンネル用スピーカが、それぞれ配置される。さらに、適宜の位置に、ＬＦＥ（Ｌｏｗ
　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｅｆｆｅｃｔ）チャンネル用（低域専用）のサブウーハスピーカ
が配置される。
【０００５】
　これらの６個のスピーカは、それぞれスピーカボックス（箱）に取り付けられて、それ
ぞれの位置に配置される。通常、前後の６個のスピーカは、リスナとの距離が、例えば２
メートル程度とされて配置されることが多い。
【０００６】
　従来の音響再生システムでは、例えば１５リットル程度のスピーカボックスが利用され
ていたＬ用、Ｒ用のスピーカは、１リットル前後の小さなボックスに変わり、サテライト
スピーカとも呼ばれている。当然低域は出ないので、それを補助するためにサブウーハと
呼ばれる低域専用のスピーカが1個追加されている。このように、サブウーハ以外のスピ
ーカを小型のボックスとした場合には、サブウーハに供給する音声信号のクロスオーバ周
波数は、１５０Ｈｚと、前記の１００Ｈｚよりも若干高めになっていることも多いが、か
なり低い周波数であることには変わりはない。
【０００７】
　このような配置のスピーカシステムで、ＤＶＤからの５．１チャンネルの音声信号を再
生すると、当然のことであるが充分な低音が再生される。しかも、低域専用に再生側も特
別にチャンネルを設けているので、映画などのソースでは従来にないほどの重低音が部屋
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中に響きわたり、迫力のある臨場感を得ることができる。
【０００８】
　ところで、上述のようなマルチチャンネル方式音響再生システムにおいて、サラウンド
の定位感や重低音の醍醐味を体感するためには、上述した６本のスピーカから、比較的大
音量出力を出す必要があった。
【０００９】
　しかし、狭い日本の家屋などでは、そのような大音量での音響再生は騒音の源となり、
特にサブウーハが受け持つ５０Ｈｚ、４０Ｈｚといった低音は響き、かなりの範囲に音が
伝播されることになる。このため、十分なパフォーマンスではＤＶＤからの映画などのソ
ースを鑑賞することができないという問題がある。特に、深夜が顕著で、昼間では外部騒
音のため気にならない音量でも、夜では迷惑になり、一般的にユーザがＤＶＤ鑑賞のため
に時間が取れる時間帯で十分なマルチチャンネル音響再生システムの機能が発揮できない
のが現状である。
【００１０】
　この問題点を解決する一つの例として、特許文献１（特開平５－９５５９１号公報）に
は、中高音は小型スピーカ（スピーカユニットがスピーカボックスに収納されるタイプ）
で音響再生し、低音域は低音用ヘッドホンや骨伝導で、リスナの耳の近傍で音響再生する
ようにした音響再生システムが提案されている。
【００１１】
　この特許文献１の技術によれば、低音はヘッドホンや骨伝導でリスナの耳の近傍で音響
再生されるので、リスナには大音量に聴こえても、隣家には伝わらないようにすることが
できる。
【００１２】
　上記の特許文献は、次の通りである。
【特許文献１】特開平５－９５５９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上記の特許文献１の発明では、低域の音を耳の近傍で再生するものであ
っても、スピーカではなく、ヘッドホンや骨伝導を利用した振動体とされている。スピー
カ以外の振動体で、スピーカと同等の低域感を得ることは、個人差もあるが、一般的に受
け入れられるほど素直な感覚ではないと思われる。また、リスナはヘッドホンや骨伝導用
のヘッドセットを装着しなければならず、煩わしいという問題もある。
【００１４】
　この発明は、以上の点にかんがみ、スピーカを用いてリスナが大音量で音声を聴取する
ことができることを維持しながら、外部への騒音を減らすことができる音響再生装置およ
び方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の課題を解決するために、請求項１の発明による音響再生装置は、
　低域の音がリスナの耳にほぼ減衰されることなく伝達される距離だけ離れた位置におい
て、前記リスナ両耳の近傍に配置される第１および第２のスピーカに供給する音声信号を
生成する出力回路と、
　前記第１および第２のスピーカよりも前記リスナから離れた位置に設置される他のスピ
ーカから放音される音声の有無を検出する検出手段と、
　を備え、
　前記第１および第２のスピーカは、それぞれ、スピーカユニットの振動板の前後から出
る音が加算可能なように、前記スピーカユニットをバッフル板に取り付けることなく、リ
スナの両耳の近傍に配置するように保持手段により保持されており、
　前記出力回路では、前記検出手段の検出結果に基づいて、前記他のスピーカからの放音
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音声が無いと判別したときには、前記他のスピーカに供給する音声信号を、前記第１およ
び第２のスピーカに供給するように制御する
　ことを特徴とする。
【００１６】
　例えば、他のスピーカがテレビ受像機のスピーカであるとき、当該テレビ受像機のスピ
ーカから大音量で音声を再生している状態から、例えばユーザがミュート（消音）の操作
をして、当該スピーカからの音声の放音を停止すると、音声検出手段で、当該テレビ受像
機のスピーカからの放音音声が無くなったことが検出される。
【００１７】
　すると、出力回路は、テレビ受像機のスピーカに供給していた音声信号を、リスナの両
耳の近傍の第１および第２のスピーカに供給する。したがって、リスナは、テレビ受像機
のスピーカからの放音音声がなくなっても、両耳の近傍の第１および第２のスピーカから
の放音音声を聴取する状態になる。
【００１８】
　テレビ受像機のスピーカは、リスナから例えば２ｍ以上離れているので、比較的大音量
で音声を放音していたが、第１および第２のスピーカは、リスナの両耳の近傍に配置され
ているので、リスナの耳で聴取する音声を同じ音量とする場合には、第１および第２のス
ピーカからの音量は小さくなり、外部へ伝播される騒音が減る。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明によれば、リスナが大音量で音声を聴取することができる状態を維持しながら
、外部への騒音を減らすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、この発明による音響再生装置のいくつかの実施の形態を、図を参照しながら説明
する。
【００２１】
　［第１の実施の形態］
　この第１の実施の形態は、ユーザが、ＤＶＤプレーヤで再生された映像信号および音声
信号を用いて、映像監視および５．１チャンネルのサラウンド音声聴取を行う場合の例で
ある。
【００２２】
　図１は、この第１の実施の形態による音響再生装置を含む音響再生システムの概要を示
す図である。
【００２３】
　図１に示すように、この第１の実施の形態の音響再生システムは、２個のスピーカ１１
ＦＬおよび１１ＦＲを具備するテレビ受像機１と、ＤＶＤプレーヤ２と、音声信号出力装
置部３と、ユーザ４の両耳の近傍に設けられる第１および第２のスピーカ１１ＳＷ１およ
び１１ＳＷ２と、後方（リア）左チャンネル用スピーカ１１ＲＬおよびリア右チャンネル
用スピーカ１１ＲＲとを備えて構成されている。
【００２４】
　この実施の形態では、左右２チャンネル用の２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲは
、テレビ受像機１に内蔵されているものとされているが、これらスピーカ１１ＦＬおよび
１１ＦＲは、テレビ受像機１に内蔵するのではなく、テレビ受像機１とは分離独立して設
けるようにしても良い。これらスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲは、請求項における他の
スピーカに対応している。
【００２５】
　テレビ受像機１および音声信号出力装置部３は、リモートコマンダ５により遠隔操作可
能とされており、ユーザ４がこのリモートコマンダ５を通じて、スピーカ１１ＦＬおよび
１１ＦＲからの放音音声の消音操作（ミュート操作）をすると、リモートコマンダ５から
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は、スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声の消音を意味する消音信号が発生し
、音声信号出力装置部３に供給する。音声信号出力装置部３のリモコン信号受信部は、こ
の消音信号を受信すると、テレビ受像機１のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲには音声信
号を供給しないように、いわゆるミューティング制御する。このため、テレビ受像機１の
スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからは音声が放音されなくなる。
【００２６】
　なお、音声信号出力装置部３では、消音信号に応じたミューティング制御を行わず、テ
レビ受像機１側で、受信した消音信号に応じたミューティング制御を行うようにしても良
い。
【００２７】
　なお、図１の例では、ＤＶＤプレーヤ２用のリモートコマンダは、図示を省略している
。
【００２８】
　ＤＶＤプレーヤ２は、ＤＶＤに記録されている映像信号および音声信号を再生して出力
する。この例では、ＤＶＤプレーヤ２で再生された映像信号Ｖｉは、テレビ受像機１に供
給されて、表示画面１Ｄに、前記再生映像信号Ｖｉによる再生映像が表示される。
【００２９】
　また、ＤＶＤプレーヤ２で再生された音声信号Ａｕは、この例では、音声信号出力装置
部３に供給される。音声信号出力装置部３は、この実施の形態では、５．１チャンネルの
サラウンド方式に対応するデコード機能を備え、左右２チャンネル用の２個のスピーカ１
１ＦＬおよび１１ＦＲに供給する音声信号と、リア左チャンネル用スピーカ１１ＲＬおよ
びリア右チャンネル用スピーカ１１ＲＲとに供給する音声信号と、ユーザ４の両耳の近傍
に設けられる第１および第２のスピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２に供給する音声信号
とを生成して、それぞれ対応する各スピーカに供給するようにする。
【００３０】
　また、この実施の形態の音声信号出力装置部３は、他のスピーカとしての２個のスピー
カ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声が有るか否かを検出する音声検出手段として２
通りの手段を備え、それらの音声検出手段の一方または両方を用いて、上述したスピーカ
１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声の有無を検出する。
【００３１】
　その一つの音声検出手段は、マイクロホン６で２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲ
からの放音音声を収音し、その収音音声信号に基づいて、２個のスピーカ１１ＦＬおよび
１１ＦＲから音声が放音されているか否かを判別するというものである。このとき、単に
、マイクロホン６からの収音音声信号が一定レベル以上であるか否かで２個のスピーカ１
１ＦＬおよび１１ＦＲから音声が放音されているか否かを判別しようとすると、２個のス
ピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲ以外の音源からの雑音が存在する場合をも、２個のスピー
カ１１ＦＬおよび１１ＦＲから音声が放音されているとして判別してしまう。
【００３２】
　そこで、この実施の形態では、音声信号出力装置部３の音声検出手段は、ＤＶＤプレー
ヤ２からの音声信号Ａｕから生成された２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲに供給す
る音声信号と、マイクロホン６からの収音音声信号との間で相関があるか否かを判別し、
相関があると判別したときに、２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲから音声が放音さ
れていると判別する。
【００３３】
　また、音声検出手段は、マイクロホン６からの収音音声信号とＤＶＤプレーヤ２からの
音声信号Ａｕから生成された２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲに供給する音声信号
との間で相関がないと判別したときに、２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放
音音声は無いと判別するようにする。
【００３４】
　２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声が有るか否かを検出する音声検
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出手段の他の一つは、リモートコマンダ５からのリモコン信号を音声信号出力装置部３が
受信して解析し、その解析結果に基づいて前記検出をする手段である。
【００３５】
　すなわち、前述したように、ユーザ４がリモートコマンダ５を通じて前述したようなミ
ュート操作をすると、テレビ受像機１は、２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの
音声の放音を停止する。そこで、音声信号出力装置部３の音声検出手段は、リモートコマ
ンダ５からのミュート操作に応じたリモコン信号である消音信号を受信したときに、２個
のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声は無いと判別するようにする。
【００３６】
　このとき、リモコン信号である消音信号の受信を確認したときに、２個のスピーカ１１
ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声は無いと判別しても良いし、また、相関判定部３８か
らの相関判定結果出力を合わせて確認した後、２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲか
らの放音音声は無いと判別しても良い。
【００３７】
　リモートコマンダ５を通じたユーザのリモコン操作により、テレビ受像機１のスピーカ
１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声がゼロに絞られた場合には、相関判定部３８から
の相関判定結果出力から、２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声は無い
と判別することができる。
【００３８】
　音声信号出力装置部３は、後述するように、ＤＶＤプレーヤ２からの音声信号Ａｕから
５．１チャンネルの音声信号を復元し、その復元した５．１チャンネルの音声信号から、
テレビ受像機１の２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲに供給する音声信号と、リア左
右チャンネル用のスピーカ１１ＲＬおよび１１ＲＲに供給する音声信号と、ユーザの両耳
の近傍に配置されている２個のスピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２に供給する音声信号
を生成して、それぞれのスピーカに供給するようにする。
【００３９】
　そして、この実施の形態では、音声信号出力装置部３は、２個のスピーカ１１ＦＬおよ
び１１ＦＲからの放音音声が有るか否かを検出する手段の検出結果に応じて、ユーザの両
耳の近傍に配置されている２個のスピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２に供給する音声信
号を変更するようにする。
【００４０】
　２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声が有るか否かを検出する手段は
、例えばＤＶＤプレーヤ２の再生開始に先立ち、音声信号出力装置部３で、消音信号は受
信されておらず、かつ、テレビ受像機１のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲに対する音量
がゼロではないときには、スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声有りと判断す
る。
【００４１】
　そして、ＤＶＤプレーヤ２でのＤＶＤの再生が開始すると、音声信号出力装置部３は、
２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声が有ると判別しているので、テレ
ビ受像機１の２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲには、前方左右チャンネルのそれぞ
れの音声信号に、センターチャンネルの音声信号をそれぞれ加算した音声信号を供給する
。
【００４２】
　また、このとき、音声信号出力装置部３は、リア左右チャンネルの音声信号をそれぞれ
、スピーカ１１ＲＬおよび１１ＲＲに供給する。さらに、音声信号出力装置部３は、２個
のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声が有ると判別したときには、この実施
の形態では、２個のスピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２には、５．１チャンネルの音声
信号のうちの低域音声信号のみを供給するようにする。
【００４３】
　したがって、この状態では、テレビ受像機１のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲを、前
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方左右チャンネル用とし、スピーカ１１ＲＬおよび１１ＲＲを、リア左右チャンネル用と
し、さらに、スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２を低域用（サブウーハ）として、５．
１チャンネルのサラウンド音響再生が行われる。
【００４４】
　この状態から、例えばユーザがテレビ受像機１のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲから
の音声の放音を停止させる消音操作を、リモートコマンダ５を用いて行うと、この実施の
形態では、前述したように、音声信号出力装置部３は、リモコン信号の消音信号を受信し
て、スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲに供給する音声信号をミューティングして、停止す
る。
【００４５】
　そして、音声信号出力装置部３の音声検出手段は、２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１
ＦＲからの放音音声が無いと判別し、この実施の形態では、２個のスピーカ１１ＳＷ１お
よび１１ＳＷ２には、５．１チャンネルの音声信号のうちの低域音声信号に加えて、テレ
ビ受像機１の２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲに供給していた音声信号を供給する
ようにする。リア左右チャンネル音声信号については、変更は無い。
【００４６】
　この場合に、テレビ受像機１の２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲに供給していた
音声信号を、そのまま、２個のスピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２に供給するのではな
く、前記音声信号によりスピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２で音響再生される音声が、
ユーザ（リスナ）４の頭部の両耳のところで音声を聴取したときに、あたかもテレビ受像
機１の２個のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲから放音されたようになるように、いわゆ
る仮想音源処理を施した後、スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２に供給する。
【００４７】
　［実施の形態のスピーカ配置例］
　次に、図２に、以上説明したこの実施の形態における音響再生システムにおけるスピー
カ配置例を説明する。
【００４８】
　図２に示すように、この実施形態においては、リスナ４の前方の、左側にフロント左チ
ャンネル用スピーカ１１ＦＬが、右側にフロント右チャンネル用スピーカ１１ＦＲが、そ
れぞれ配置される。
【００４９】
　これらのスピーカ１１ＦＬ，１１ＦＲは、この例では、テレビ受像機１に内蔵されてい
るので、例えば小型のスピーカボックス１２ＦＬ，１２ＦＲの前面側（例えばテレビ受像
機の前面パネル）をバッフル板として、それぞれ用のスピーカユニット１３ＦＬ，１３Ｆ
Ｒが取り付けられたもので構成されている。これらのスピーカ１１ＦＬ，１１ＦＲは、ど
のチャンネルかを区別する必要がないときには、以下、フロントスピーカと称する。
【００５０】
　また、リスナ４の後方の、左側にリア左チャンネル用スピーカ１１ＲＬが、右側にリア
右チャンネル用スピーカ１１ＲＲが、それぞれ配置される。これらのスピーカ１１ＲＬ、
１１ＲＲは、左右を区別する必要がないときには、以下、リアスピーカと称する。
【００５１】
　これらのリアスピーカ１１ＲＬおよび１１ＲＲは、この例では、フロントスピーカ１１
ＦＬおよび１１ＦＲよりもさらに小型のスピーカボックス１２ＲＬおよび１２ＲＲの前面
側をバッフル板として、それぞれ用のスピーカユニット１３ＲＬおよび１３ＲＲが取り付
けられたもので構成されている。
【００５２】
　したがって、前方チャンネル用の２個のスピーカ１１ＦＬ，１１ＦＲおよび後方チャン
ネル用の２個のスピーカ１１ＲＬ、１１ＲＲは、従来と同様の構成および配置であっても
よい。この実施形態では、サブウーハについての構成が、従来例とは大きく異なる。
【００５３】



(10) JP 4359779 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

　すなわち、この実施形態では、リスナ４の左右の耳の近傍において、２個のサブウーハ
１１ＳＷ１および１１ＳＷ２が、その振動板がそれぞれの耳に対向するように、リスナ４
の頭部を挟んで配置される。そして、これら２個のサブウーハ１１ＳＷ１および１１ＳＷ
２は、そのスピーカユニットの振動板の前後から放射される音が混合可能となるように、
当該スピーカユニットはスピーカボックスには収納されてはおらず、かつ、バッフル板に
取り付けられてもいない。
【００５４】
　そして、２個のサブウーハ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２には、ＬＦＥチャンネルの低域
音声信号が共通に供給され、これらサブウーハ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２から同相でＬ
ＦＥチャンネルの低域音が放音されるようにされている。
【００５５】
　このように構成される結果、ＬＦＥチャンネルの低域音は、リスナ４の両耳の近傍で放
音されるため、リスナ４には大音量で聴取されるが、リスナ４から離れた位置では、サブ
ウーハ１１ＳＷ１，１１ＳＷ２のスピーカユニットの振動板の前と後から出てくる音が互
いに１８０度位相が異なり、互いに打ち消し合うため、殆ど聴取されないようになる。こ
れにより、従来のように低域の音が隣家にまで伝播して、迷惑をかけてしまうという事態
を防止することができる。
【００５６】
　低域の音の減衰を確かめるために、無響室において、図３に示すように、サブウーハ用
とされる例えば１７センチメートルの口径のスピーカユニット１１ＳＷからの音を、スピ
ーカユニット１１ＳＷから距離ｄだけ離れた位置のマイクロホン１２で収音して、その音
圧レベルの周波数特性を測定したところ、図４に示すようなものとなった。この場合、ス
ピーカユニット１１ＳＷは、ボックスに収納したり、バッフル板に取り付けたりされては
いない。
【００５７】
　図４における４個の周波数特性曲線は、同図に示すように、前記スピーカユニット１１
ＳＷとマイクロホン１４との距離ｄが、それぞれｄ＝１０センチメートル、ｄ＝２０セン
チメートル、ｄ＝４０センチメートル、ｄ＝８０センチメートルの時のものである。
【００５８】
　この図４から、スピーカユニットをボックスに入れない構成にすると、１ｋＨｚ以下の
音はかなり減衰することが分かり、特に低域の音になるほどその減衰量が大きいことが確
かめられた。
【００５９】
　そして、この実施形態の場合、２個のサブウーハ１１ＳＷ１，ＳＷ２と、リスナ４の左
耳、右耳との間のそれぞれの距離ｄｓｗは、低域の音がリスナ４の耳にそれほど減衰され
ること無く伝達される距離、この例では、ｄｓｗ＝２０センチメートル程度とされる。
【００６０】
　例えば、サブウーハ１１ＳＷ１，１１ＳＷ２とリスナ４の耳までの距離を２メートルと
した一般的なものに対して、図１の実施形態では、サブウーハ１１ＳＷ１，１１ＳＷ２と
リスナ４の両耳のそれぞれとの距離は、２０センチメートルとした場合、実施形態の場合
には、従来のものと比較して距離が１／１０になる。
【００６１】
　このために、この実施形態において、リスナ４が同じ音圧を感じるために必要なエネル
ギーは、上述の一般的なものの場合の１/１００でよいことになる。つまり、上述の一般
的な例で仮に１００Ｗ（ワット）のアンプを必要としていた場合には、この実施形態の場
合には、１Ｗのアンプでも同じ音圧を感じることになる。
【００６２】
　この実施形態では、スピーカに供給する音声信号出力の違いによるだけでも音の拡散が
小さい上に、低い音、例えば２０Ｈｚ,３０Ｈｚ,４０Ｈｚ当たりになると、位相の点でキ
ャンセルし、サブウーハのスピーカユニットのごく近傍以外ではほとんど音は聴こえなく
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なる。その一方で、ＤＶＤソフトに含まれる迫力ある音響効果は、この低音の帯域に大き
なエネルギーを収録することで得るようにしてあるため、防音の効果はより大きくなる。
【００６３】
　以上の構成により、低域音のみに注目して、当該低域音のみを減衰させることを考えた
場合には、十分に効果が得られる。同様にして、スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２か
ら、低域音以外の音を音響再生して放音する場合にも、上述と同様の防音効果を得ること
ができることは言うまでもない。
【００６４】
　また、この実施の形態では、サブウーハ以外の、リア左右チャンネル用のスピーカも同
様にリスナ４の耳までの距離を小さくすることで、その音域での放射エネルギーを小さく
して、防音に寄与させることができる。
【００６５】
　すなわち、サブウーハ１１ＳＷ１，１１ＳＷ２に隣接して、リアスピーカ１１ＲＬ，１
１ＲＲも、リスナ４の耳元近くに配置することは効果がある。元々、リアスピーカ１１Ｒ
Ｌ，１１ＲＲは、リスナ４の背面からの残響音等が主な音源であるため、それほど重要で
ない点も含め、リスナ４の頭部後方の左右に、小型のスピーカボックスに小型のスピーカ
ユニットを収納して配置することで、定位と省エネルギーを達成できる。
【００６６】
　上述の例の場合、サブウーハ１１ＳＷ１，１１ＳＷ２の音圧は、当該サブウーハ１１Ｓ
Ｗ１，１１ＳＷ２とリスナ４の耳との間の距離ｄｓｗが、一般的な例の２メートルに比べ
２０センチメートルになることで２０ｄＢ下がる。リアスピーカ１１ＲＬ、１１ＲＲも同
様である。
【００６７】
　以上のことを考慮した、スピーカ配置の例としては、例えばマッサージチェアのような
構造の椅子に、それぞれスピーカを設置する方法が考えられる。
【００６８】
　図５は、その場合の一例であり、前述した１１ＲＬ、１１ＲＲ、１１ＳＷ１，１１ＳＷ
２が椅子に装着された構造とされたものを示す図である。
【００６９】
　すなわち、この例においては、例えば、椅子２０は、飛行機のビジネスクラスのシート
のような構造で、椅子２０の背もたれ部２１の頂部２１ａに、スピーカ保持具２２が取り
付けられ、このスピーカ保持具２２に、サブウーハ１１ＳＷ１，１１ＳＷ２と、リアスピ
ーカ１１ＲＬ、１１ＲＲが取り付けられて保持される。
【００７０】
　図６（Ａ），（Ｂ）は、スピーカ保持具２２の一例を示す図である。このスピーカ保持
具２２は、例えばアルミニュームなどの金属からなるパイプ２２１により構成されている
。図６（Ｂ）に示すように、パイプ２２１は扁平のリング状に構成され、そのリングによ
り形成される空間に、サブウーハ１１ＳＷ１，１１ＳＷ２と、リアスピーカ１１ＲＬ、１
１ＲＲと、さらに補助用のサブウーハ１１ＳＷ３，１１ＳＷ４とが固定保持される構造と
なっている。
【００７１】
　補助用のサブウーハ１１ＳＷ３，１１ＳＷ４は、リスナ４の耳の横に配置されているサ
ブウーハ１１ＳＷ１，１１ＳＷ２のみでは、聴感状、低域の音がパワー不足と感じられる
場合があるので、当該パワー不足を補充するためのもので、これら補助用のサブウーハ１
１ＳＷ３，１１ＳＷ４は必須のものではない。
【００７２】
　なお、これらの補助用のサブウーハ１１ＳＷ３，１１ＳＷ４には、この実施の形態では
、低域音声信号（ＬＦＥ信号）のみが供給されるようにされている。これらの補助用サブ
ウーハ１１ＳＷ３，１１ＳＷ４にも、サブウーハ１１ＳＷ１，１１ＳＷ２と同様にして、
仮想音源処理した音声信号を、スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声が無いと
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きに供給するようにしてもよい。
【００７３】
　パイプ２２１は、扁平なリング状形状に構成されており、かつ、そのリング状部分が、
図６（Ａ）に示すように、リスナ４の顔の正面方向を除く頭部の横（左右の耳と対向する
側）と頭部の後部とを囲むように、ほぼコ字状に構成されている。
【００７４】
　そして、このリング状パイプ２２１には、椅子２０の背もたれ部２１に取り付けるため
の取り付け脚部２２２ａ、２２２ｂが連結して設けられており、この取り付け脚部２２２
ａ、２２２ｂにより、椅子２０の背もたれ部２１に、例えば取り外し可能に取り付けられ
ることができるようにされている。すなわち、例えば椅子２０の背もたれ部２１の頂部２
１ａには、取り付け脚部２２２ａ、２２２ｂが挿入嵌合する長孔（図示は省略）が設けら
れており、取り付け脚部２２２ａ、２２２ｂが、当該背もたれ部２１の長孔に挿入嵌合さ
れることにより、取り付け固定されるように構成されている。
【００７５】
　そして、このコ字状のリング状パイプ２２１の、リスナ４が椅子に座ったときに、リス
ナ４の左右の耳と対向する位置に、それぞれサブウーハ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２が、
パイプ２２１に固定されて保持される。また、このサブウーハ１１ＳＷ１、１１ＳＷ２の
それぞれの後方側に、スピーカユニットがボックスに収納されているリアスピーカ１１Ｒ
Ｌ、１１ＲＲが、パイプ２２１に固定されて保持される。さらに、リスナ４の頭部の後方
となるリング状パイプ位置に、補助用のサブウーハ１１ＳＷ３，１１ＳＷ４が、パイプ２
２１に固定されて保持される。
【００７６】
　この例の場合、リスナ４が椅子２０に座ったとき、サブウーハ１１ＳＷ１～ＳＷ４およ
びリアスピーカ１１ＲＬ、１１ＲＲと、リスナ４の頭部（特に耳）との距離は、この例で
は、２０センチメートル程度となるように、構成されている。
【００７７】
　そして、各スピーカ１１ＦＬ、１１ＦＲ，１１ＲＬ、１１ＲＲ、１１ＳＷ１～１１ＳＷ
４への対応するチャンネルの音声信号は、この例では、音声信号出力装置部３から、それ
ぞれ信号線（スピーカケーブル）を通じて供給されるように構成されている。
【００７８】
　［音声信号出力装置部３の構成例］
　図７は、この実施形態における音声信号出力装置部３の一例の構成例を示すブロック図
である。この例の音声信号出力装置部３は、５．１チャンネルデコード部３１および頭部
近傍スピーカ用音声信号生成部３２を備えると共に、マイクロコンピュータからなる制御
部１００を備える。
【００７９】
　制御部１００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１０１
に対して、システムバス１０２を通じて、ソフトウエアプログラムなどが格納されている
ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０３と、ワークエリア用のＲＡＭ（Ｒａ
ｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０４と、複数個の入出力ポート１０５～１０
９と、リモートコマンダ５からのリモコン信号を受信するリモコン受信部１１０が接続さ
れて構成されている。
【００８０】
　５．１チャンネルデコード部３１は、ＤＶＤプレーヤ２からの音声信号Ａｕを受けて、
チャンネルデコード処理をして、フロント左右チャンネルの音声信号Ｌ，Ｒと、センター
チャンネルの音声信号Ｃと、リア左右チャンネルの音声信号ＲＬ，ＲＲと、低域音声信号
ＬＦＥを出力する。
【００８１】
　５．１チャンネルデコード部３１からのフロント左チャンネルの音声信号Ｌと、センタ
ーチャンネルの音声信号Ｃとは、合成部３３に供給されて合成され、その合成出力音声信
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号（Ｌ＋Ｃ）が、アンプ３５を通じてテレビ受像機１の一方のスピーカ１１ＦＬに供給さ
れると共に、頭部近傍スピーカ用音声信号生成部３２に供給される。
【００８２】
　また、５．１チャンネルデコード部３１からのフロント右チャンネルの音声信号Ｒと、
センターチャンネルの音声信号Ｃとは、合成部３４に供給されて合成され、その合成出力
音声信号（Ｒ＋Ｃ）が、アンプ３６を通じてテレビ受像機１の他方のスピーカ１１ＦＲに
供給されると共に、頭部近傍スピーカ用音声信号生成部３２に供給される。
【００８３】
　アンプ３５および３６は、音声信号出力を遮断するミューティング機能を備えている。
そして、リモコン受信部１１０で、リモートコマンダ５から消音信号を受信すると、入出
力ポート１０８を通じてアンプ３５，３６にミューティング制御信号が供給され、これに
より、アンプ３５および３６がミューティング制御されて、スピーカ１１ＦＬおよび１１
ＦＲに、センターチャンネルの音声信号が合成されたフロント左右チャンネルの音声信号
が供給されないように遮断される。
【００８４】
　また、マイクロホン６で収音されて得られた収音音声信号は、アンプ３７を通じて相関
判定部３８に供給される。相関判定部３８には、スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲに供給
される信号、すなわち、フロント左右チャンネルの音声信号Ｌ，Ｒおよびセンターチャン
ネルの音声信号Ｃが供給される。なお、合成部３３および３４の出力音声信号を、相関判
定部３８に供給するようにしても良い。
【００８５】
　相関判定部３８では、マイクロホン６で収音されて得られた音声信号と、５．１チャン
ネルデコード部３１からのフロント左右チャンネルの音声信号Ｌ，Ｒおよびセンターチャ
ンネルの音声信号Ｃとの相関に関する演算がなされ、その演算結果から、両者に相関があ
るか否かを示す相関結果出力が生成される。そして、相関判定部３８は、この相関結果出
力を入出力ポート１０６を通じて制御部１００に供給する。
【００８６】
　なお、相関判定部３８は、制御部１００におけるソフトウエア処理により構成しても良
い。
【００８７】
　前述した音声検出手段の検出処理は、この実施の形態では、相関判定部３８からの相関
結果出力や、リモコン受信部１１０からの消音信号などのリモコン信号を用いて、ＣＰＵ
１０１が、ＲＯＭ１０３に記憶されているソフトウエアプログラムに基づいて、ＲＡＭ１
０４をワークエリアとして用いてソフトウエアにより実行するようにする。
【００８８】
　次に、頭部近傍スピーカ用音声信号生成部３２には、合成部３３および３４からの合成
音声信号のほか、リア左右チャンネルの音声信号ＲＬ，ＲＲおよび低域音声信号ＬＦＥが
供給される。
【００８９】
　頭部近傍スピーカ用音声信号生成部３２は、制御部１００の入出力ポート１０７を通じ
た切り替え制御信号により、テレビ受像機１のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲから音声
を放音する状態のときと、テレビ受像機１のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲから音声が
放音されていないときとで、スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２に供給する音声信号を
切り替えるように制御される。
【００９０】
　図８は、第１の実施の形態における頭部近傍スピーカ用音声信号生成部３２の構成例で
ある。
【００９１】
　なお、補助のサブウーハ用スピーカ１１ＳＷ３および１１ＳＷ４には、前述したように
、低域音声信号ＬＦＥのみが供給されるように構成される。説明の煩雑さを避けるため、
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図７および図８では、当該補助のサブウーハ用スピーカ１１ＳＷ３および１１ＳＷ４への
音声信号の供給系については省略した。
【００９２】
　頭部近傍スピーカ用音声信号生成部３２においては、合成部３３からのフロント左チャ
ンネルの音声信号Ｌとセンターチャンネルの音声信号Ｃとの合成信号は、頭部伝達関数畳
み込み回路３２１に供給される。また、合成部３４からのフロント右チャンネルの音声信
号Ｒとセンターチャンネルの音声信号Ｃとの合成信号は、頭部伝達関数畳み込み回路３２
２に供給される。
【００９３】
　頭部伝達関数畳み込み回路３２１および３２２は、例えばデジタルフィルタを用いて、
予め用意されている頭部伝達関数を、合成部３３からのフロント左チャンネルの音声信号
Ｌとセンターチャンネルの音声信号Ｃとの合成信号および合成部３４からのフロント右チ
ャンネルの音声信号Ｒとセンターチャンネルの音声信号Ｃとの合成信号に対して、頭部伝
達関数を畳み込むようにする。
【００９４】
　このため、頭部伝達関数畳み込み回路３２１および３２２では、入力音声信号がデジタ
ル信号に変換され、頭部伝達関数が畳み込まれた後、アナログ信号に戻されて出力される
。
【００９５】
　頭部伝達関数は、この例では、次のようにして測定して予め用意される。図９は、頭部
伝達関数の測定方法を説明するための図である。
【００９６】
　すなわち、図９に示すように、リスナ４の左右両耳の近傍に、左チャンネル測定用マイ
クロホン４１および右チャンネル測定用マイクロホン４２を設置する。次に、左チャンネ
ル用スピーカ１１ＦＬで、例えばインパルスを音響再生したときの放音音声を、それぞれ
のマイクロホン４１，４２で収音し、その収音した音声信号から、スピーカ１１ＦＬから
の左右の耳までの伝達関数（フロント左チャンネルについての頭部伝達関数）を測定する
。
【００９７】
　同様にして、右チャンネル用スピーカ１１ＦＲで、例えばインパルスを音響再生したと
きの放音音声を、それぞれのマイクロホン４１，４２で収音し、その収音した音声信号か
ら、スピーカ１１ＦＲからの左右の耳までの伝達関数（フロント右チャンネルについての
頭部伝達関数）を測定する。
【００９８】
　以上の測定方法は、テレビ受像機１のスピーカ１１ＦＬやスピーカ１１ＦＲを想定して
、それらのスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの仮想音声が得られるようにするための
ものであるが、必ずしも、これらのスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲを用いなくとも良い
。
【００９９】
　例えば、リスナ４の正面中央から左右に３０度で、２ｍの位置にスピーカを置いたとき
の、各スピーカから耳までの伝達関数を測定し、得た伝達関数を、頭部伝達関数畳み込み
回路３２１および３２２で畳み込むようにしても良い。
【０１００】
　なお、実施の形態の音響再生システムに、マイクロホン４１，４２を含ませると共に、
実際の音響再生システムにおけるスピーカ設置状態において、伝達関数を測定する機能を
備えるようにしても良い。
【０１０１】
　こうして測定した頭部伝達関数を、頭部伝達関数畳み込み回路３２１および３２２にお
いて畳み込むようにする。これにより、これら頭部伝達関数畳み込み回路３２１および３
２２からの音声信号を、両耳近傍に配置したスピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２に供給
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して音響再生したときには、リスナ４は、あたかも、左右のスピーカ１１ＦＬおよび１１
ＦＲから音声が放音されたように、再生音声を聴取する。
【０１０２】
　このときのフロント左右チャンネルの音声信号レベルは、スピーカ１１ＦＬおよび１１
ＦＲに供給する場合の信号レベルよりも、低いレベルでよい。スピーカ１１ＳＷ１および
１１ＳＷ２は、リスナ４の耳の近傍にあるからである。
【０１０３】
　この明細書では、上述の頭部伝達関数畳み込みにより、仮想的なスピーカ位置から音声
が放音されるように聴取されることから、以上の処理を仮想音源処理と呼ぶものである。
【０１０４】
　以上のようにして、仮想音源処理がなされた頭部伝達関数畳み込み回路３２１および３
２２からの音声信号は、レベル調整回路３２３および３２４をそれぞれ通じて合成部３２
５および３２６に供給される。
【０１０５】
　レベル調整回路３２３および３２４には、制御部１００の入出力ポート１０７から、レ
ベル調整制御信号が供給される。この例では、レベル調整制御信号は、頭部伝達関数畳み
込み回路３２１および３２２からの音声信号を、合成部３２５および３２６に供給するか
否かを制御するスイッチ的な制御動作をする。
【０１０６】
　合成部３２５および３２６には、５．１チャンネルデコード部３１からの低域音声信号
ＬＦＥが供給される。そして、この合成部３２５および３２６の出力音声信号が、アンプ
３９１および３９２を通じて、リスナ４の耳の近傍に配置されているスピーカ１１ＳＷ１
および１１ＳＷ２に供給されるようにされる。
【０１０７】
　また、リア左右チャンネルの音声信号ＲＬおよびＲＲは、この例では、頭部近傍スピー
カ用音声信号生成部３２をそのままパスして、アンプ３９３および３９４を通じて、リア
左右チャンネル用スピーカ１１ＲＬおよび１１ＲＲに供給される。
【０１０８】
　この実施の形態では、音声信号出力装置部３では、音声検出手段の検出結果出力に応じ
てリスナ４の耳の近傍のスピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２に供給する音声信号を変え
る省音モードと、音声検出手段の検出結果出力を無視して、スピーカ１１ＳＷ１および１
１ＳＷ２に供給する音声信号を変えないで音響再生を行うノーマルモードとを備える。
【０１０９】
　ノーマルモードで、リモートコマンダ５からリモコン信号として消音信号を受け取ると
、音声信号出力装置部３は、すべての音声信号出力を停止（ミューティング制御）するよ
うにする。
【０１１０】
　このため、アンプ３９１，３９２，３９３，３９４は、アンプ３５および３６と同様に
、音声信号出力を遮断するミューティング機能を備えている。そして、ノーマルモードに
おいて、リモコン受信部１１０で、リモートコマンダ５から消音信号を受信すると、入出
力ポート１０９を通じてアンプ３９１，３９２，３９３，３９４にミューティング制御信
号が供給され、これにより、アンプ３９１，３９２，３９３，３９４がミューティング制
御されて、スピーカ１１ＳＷ１，１１ＳＷ２，１１ＲＬおよび１１ＲＲに、音声信号が供
給されないように遮断される。
【０１１１】
　しかし、省音モードにおいては、リモコン受信部１１０で、リモートコマンダ５から消
音信号を受信しても、制御部１００は、アンプ３９１，３９２，３９３，３９４には、ミ
ューティング制御信号を供給せず、上述したように頭部近傍スピーカ用音声信号生成部３
２から出力される音声信号が切り替えられる。
【０１１２】
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　なお、アンプ３５および３６には、ノーマルモードおよび省音モードのいずれにおいて
も、制御部１００は、リモコン受信部１１０で、リモートコマンダ５から消音信号を受信
すると、ミューティング制御信号を供給して、その音声信号出力を遮断するものである。
【０１１３】
　次に、この実施の形態における音声信号出力装置部３の、省音モードにおける動作につ
いて、図１０および図１１のフローチャートを参照しながら、さらに説明する。
【０１１４】
　なお、説明の簡単のため、スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２から低域音声信号ＬＦ
Ｅのみが放音される音声モードを、音声モード１とし、スピーカ１１ＳＷ１および１１Ｓ
Ｗ２から低域音声信号ＬＦＥに加えて、仮想音源処理されたフロント左右２チャンネルの
信号が放音される音声モードを、音声モード２として説明する。
【０１１５】
　したがって、音声モード１では、
・スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲから、フロント左右２チャンネルの音声
・スピーカ１１ＲＬおよび１１ＲＲから、リア左右２チャンネルの音声
・スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２から、低域用音声
がそれぞれ放音される。
【０１１６】
　また、音声モード２では、スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声は無く、
・スピーカ１１ＲＬおよび１１ＲＲから、リア左右２チャンネルの音声
・スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２から、低域用音声＋仮想音源処理されたフロント
左右２チャンネルの音声
がそれぞれ放音される。
【０１１７】
　そして、図１０に示すように、音声信号出力装置部３は、省音モードにおいて、最初は
、ＤＶＤプレーヤ２からの音声信号を、音声モード１で音響再生を行う（ステップＳ１０
１）。このとき、ＣＰＵ１０１は、入出力ポート１０９からレベル調整回路３２３および
３２４に供給するレベル調整制御信号として、頭部伝達関数畳み込み回路３２１および３
２２からの音声信号をアンプ３９１および３９２に供給しないようにする制御信号を供給
する。したがって、スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２には、低域音声信号ＬＦＥのみ
が供給されてそれが音響再生される。
【０１１８】
　この状態において、ＣＰＵ１０１は、リモコン信号の消音信号の受信を検出したか否か
判別し（ステップＳ１０２）、リモコン信号の消音信号の受信を検出したと判別したとき
には、ＣＰＵ１０１は、音声モードを音声モード１から音声モード２に変更する（ステッ
プＳ１０３）。
【０１１９】
　この音声モード２においては、ＣＰＵ１０１は、入出力ポート１０８を通じてアンプ３
５および３６にミューティング制御信号を供給して、スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲへ
の音声信号を停止する。これと同時に、スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２に、低域音
声信号ＬＦＥに加えて、頭部伝達関数畳み込み回路３２１および３２２からの仮想音源処
理されたフロント左右２チャンネルの音声信号を供給するようにするレベル調整制御信号
を、入出力ポート１０９を通じて、レベル調整回路３２３および３２４に供給する。
【０１２０】
　次に、ＣＰＵ１０１は、消音キャンセル信号をリモコン信号として受信したか否かを判
別し（ステップＳ１０４）、消音キャンセル信号を受信したと判別したときには、音声モ
ードを音声モード１に戻し（ステップＳ１０５）、その後、ステップＳ１０２に戻り、こ
のステップＳ１０２以降の処理を繰り返す。
【０１２１】
　また、ステップＳ１０４で、消音キャンセル信号を受信していないと判別したときには
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、ＣＰＵ１０１は、省音モードの解除操作信号をリモコン信号として受信したか否か判別
し（ステップＳ１０６）、省音モードの解除操作信号をリモコン信号として受信していな
いと判別したときには、ステップＳ１０４に戻り、このステップＳ１０４以降の処理を繰
り返す。
【０１２２】
　また、ステップＳ１０６で、省音モードの解除操作信号をリモコン信号として受信した
と判別したときには、ＣＰＵ１０１は、省音モードの終了処理をして（ステップＳ１０７
）、音声モードを音声モード１に戻す（ステップＳ１０８）。そして、この省音モードの
処理を終了する。
【０１２３】
　また、ステップＳ１０２で、リモコン信号の消音信号の受信を検出してはいないと判別
したときには、ＣＰＵ１０１は、マイクロホン６からの音声信号があるか否か判別する（
図１１のステップＳ１１１）。このステップＳ１１１の判別処理は、図７では省略したが
、アンプ３７からの音声信号のレベルを検出するレベル検出手段を設け、そのレベル検出
手段の出力を制御部１００に、入出力ポートを通じて入力するように構成すればよい。
【０１２４】
　ステップＳ１１１で、マイクロホン６からの音声信号が無いと検出したときには、ＣＰ
Ｕ１０１は、スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声が無いと判別して、音声モ
ードを音声モード２に変更する（ステップＳ１１４）。そして、その後、ステップＳ１０
６に移行し、このステップＳ１０６以降の処理を繰り返す。
【０１２５】
　なお、このステップＳ１１１におけるマイクロホン６からの音声信号の有無の判定は、
テレビ音声として無音になることがあることを考慮して、テレビ音声の無音部分を検出し
ないように、例えば１５秒以上、無音が続いたときに、マイクロホン６からの音声信号が
無いと判別するようにする。
【０１２６】
　ステップＳ１１１で、マイクロホン６からの音声信号があると判別したときには、ＣＰ
Ｕ１０１は、相関判定部３８からの相関判定結果出力を取り込んで、当該相関判定結果を
チェックする（ステップＳ１１２）。そして、ＣＰＵ１０１は、相関が有るか否か判別し
（ステップＳ１１３）、相関が有ると判別したときには、スピーカ１１ＦＬおよび１１Ｆ
Ｒからの放音音声が有ると判別して、ステップＳ１０１に戻る。
【０１２７】
　また、ステップＳ１１３で、相関が無いと判別したときには、ＣＰＵ１０１は、スピー
カ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声が無いと判別して、音声モードを音声モード２
に変更する（ステップＳ１１４）。そして、その後、ステップＳ１０６に移行し、このス
テップＳ１０６以降の処理を繰り返す。
【０１２８】
　以上のような構成としたことにより、例えば昼間など、比較的大音量でスピーカを鳴ら
せるときには、テレビ受像機１のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲを、大音量で鳴らして
マルチチャンネルの音響再生などを楽しむことができる。
【０１２９】
　そして、夜間など、騒音が問題となる時間帯においては、ユーザは、リモートコマンダ
を用いて、省音モードにすると共に、ミュート操作をしたり、音量をゼロに絞ったりする
ことにより、テレビ受像機１のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音を停止させる
と共に、両耳の近傍に配置されたスピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２を用いて、それま
でと同じ再生音場を再現するように音響再生することができる。
【０１３０】
　この場合、スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２に供給する音声信号は、低レベルであ
っても、耳の近傍で音響再生されるので、リスナ４にとって十分な音量となる。このため
、消費電力も少なくなるものである。
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【０１３１】
　［第２の実施の形態］
　上述の第１の実施の形態では、リア左右チャンネルの音声信号は、専用のリア左右チャ
ンネル用のスピーカ１１ＲＬおよび１１ＲＲをリスナ４の耳の近傍に設けて、音響再生す
るようにしたが、このリア左右チャンネル用のスピーカ１１ＲＬおよび１１ＲＲにより再
生すべき音声信号は、仮想音源処理をして、スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２を用い
て音響再生することができる。第２の実施の形態は、その場合の例である。
【０１３２】
　図１２は、この第２の実施の形態による音響再生装置を含む音響再生システムの概要を
示す図で、図１と比べると、リア左右チャンネル用スピーカ１１ＲＬおよび１１ＲＲが存
在しない点が異なるだけで、その他は、図１の場合と同様である。
【０１３３】
　そして、この第２の実施の形態におけるリスナ４の近傍のスピーカは、図１３および図
１４に示すように、リスナ４の両耳の近傍のスピーカが、スピーカ１１ＳＷ１，１１ＳＷ
２およびその補助スピーカ１１ＳＷ３，１１ＳＷ４のみとなって、リア左右チャンネル用
スピーカ１１ＲＬおよび１１ＲＲが省略されたものとなる。
【０１３４】
　そして、音声信号出力装置部３の構成は、図１５に示すようなものとなり、頭部近傍ス
ピーカ用音声信号生成部３２では、スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２用の音声信号の
みを生成して、アンプ３９１および３９２を通じて、スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ
２に供給するようにする点が、図７に示した第１の実施の形態における音声信号出力装置
部３とは異なる。
【０１３５】
　この第２の実施の形態の音声信号出力装置部３の頭部近傍スピーカ用音声信号生成部３
２の構成例は、図１６に示すようなものとなる。
【０１３６】
　すなわち、この第２の実施の形態においては、リア左右チャンネルの音声信号ＲＬおよ
びＲＲは、それぞれ頭部伝達関数畳み込み回路３２７および３２８に供給される。この頭
部伝達関数畳み込み回路３２７および３２８には、リアスピーカからリスナ４の両耳まで
の伝達関数（頭部伝達関数）が予め記憶されており、その記憶されている伝達関数が、リ
ア左右チャンネルの音声信号ＲＬおよびＲＲに対して畳み込まれる。
【０１３７】
　リア左右チャンネルのスピーカからリスナ４の両耳までの伝達関数は、図９を用いて説
明した前述した頭部伝達関数畳み込み回路３２１および３２２の場合と同様にして、リス
ナ４の後方に配置したリアスピーカからのインパルスの放音音声を、リスナ４の両耳近傍
に配置したマイクロホンで収音して、当該リアスピーカとリスナ４の両耳との間の伝達関
数を測定して得ることができる。
【０１３８】
　そして、この第２の実施の形態では、合成部３２５および３２６では、レベル調整回路
３２３および３２４を通じた頭部伝達関数畳み込み回路３２１および３２２からのフロン
ト左右チャンネルの音声信号が仮想音源処理された音声信号と、頭部伝達関数畳み込み回
路３２７および３２８からのリア左右チャンネルの音声信号が仮想音源処理された音声信
号と、低域音声信号ＬＦＥとがそれぞれ合成される。そして、この合成部３２５および３
２６からの合成音声信号が、アンプ３９１および３９２を通じてスピーカ１１ＳＷ１およ
び１１ＳＷ２に供給される。
【０１３９】
　すなわち、この第２の実施の形態では、リア左右チャンネルの音声信号は、仮想音源処
理がなされてリスナ４の両耳の近傍に配置されたスピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２に
供給されて、音響再生される。これにより、リア左右チャンネル用の２個のスピーカ１１
ＲＬおよび１１ＲＲは、設ける必要が無くなる。
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【０１４０】
　この第２の実施の形態の場合における音声信号出力装置部３の処理動作は、図１０およ
び図１１のフローチャートにおいて、ステップＳ１０１，１０５における音声モード１を
次に説明するような音声モード３に変更し、ステップＳ１０３、ステップＳ１１４におけ
る音声モード２を次に説明するような音声モード４に変更したものとなる。
【０１４１】
　前記音声モード３では、
・スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲから、フロント左右２チャンネルの音声
・スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２から、低域用音声＋仮想音源処理されたリア左右
２チャンネルの音声
がそれぞれ放音される。
【０１４２】
　また、音声モード４では、スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声は無く、
・スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２から、低域用音声＋仮想音源処理されたフロント
左右２チャンネルの音声＋仮想音源処理されたリア左右２チャンネルの音声
がそれぞれ放音される。
【０１４３】
　なお、上述の実施の形態では、スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声が無い
状態（以下、この状態を省音オンという）と、スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放
音音声が有る状態（以下、この状態を省音オフという）とは、音声検出手段により自動的
に切り替え制御する場合であるが、タイマーを用いて、時間により省音オンと省音オフと
を自動的に制御するようにすることもできる。
【０１４４】
　このタイマー制御について、第２の実施の形態の場合に適用した例として次に説明する
。このタイマー制御のために、図１５に示すように、第２の実施の形態の音声信号出力装
置部３においては、システムバス１０２に対してタイマー部１１１が接続されている。
【０１４５】
　そして、この例の場合には、ユーザにより、リモートコマンダ５が用いられて、省音オ
ン時刻と、省音オフ時刻とが設定可能とされている。この例では、省音オン時刻と、省音
オフ時刻とは、１日２４時間内において、複数個、設定可能とされている。なお、省音オ
ン時刻のみを設定するようにして、省音オフ時刻は設定しなくも良い。
【０１４６】
　図１７は、タイマー制御による省音オン、オフを行う場合の音声信号出力装置部３の処
理動作を説明するためのフローチャートである。なお、この処理動作は、省音モードにお
いてなされるものである。
【０１４７】
　図１７に示すように、音声信号出力装置部３は、省音モードにおいて、最初は、ＤＶＤ
プレーヤ２からの音声信号を、音声モード３で音響再生を行う（ステップＳ１２１）。こ
のとき、ＣＰＵ１０１は、入出力ポート１０９からレベル調整回路３２３および３２４に
供給するレベル調整制御信号として、頭部伝達関数畳み込み回路３２１および３２２から
の音声信号をアンプ３９１および３９２に供給しないようにする制御信号を供給する。し
たがって、スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２には、低域音声信号ＬＦＥと、頭部伝達
関数畳み込み回路３２７および３２８からの仮想音源処理されたリア左右チャンネルの音
声信号との合成信号が供給されて、それが音響再生される。
【０１４８】
　この状態において、ＣＰＵ１０１は、省音オン設定時刻になったか否かをタイマー部１
１１を参照して判別し（ステップＳ１２２）、省音オン設定時刻になっていないと判別す
ると、ステップＳ１２１に戻って音声モード３での音響再生を行う。
【０１４９】
　ステップＳ１２２で、省音オン設定時刻になったと判別したときには、ＣＰＵ１０１は



(20) JP 4359779 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

、音声モードを音声モード３から音声モード４に変更する（ステップＳ１２３）。
【０１５０】
　この音声モード４においては、ＣＰＵ１０１は、入出力ポート１０８を通じてアンプ３
５および３６にミューティング制御信号を供給して、スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲへ
の音声信号を停止する。これと同時に、スピーカ１１ＳＷ１および１１ＳＷ２に、低域音
声信号ＬＦＥに加えて、頭部伝達関数畳み込み回路３２１および３２２からの仮想音源処
理されたフロント左右２チャンネルの音声信号を供給するようにするレベル調整制御信号
を、入出力ポート１０９を通じて、レベル調整回路３２３および３２４に供給する。
【０１５１】
　次に、ＣＰＵ１０１は、省音オフ設定時刻になったか否かを判別し（ステップＳ１２４
）、省音オフ設定時刻になったと判別したときには、音声モードを音声モード３に戻し（
ステップＳ１２５）、その後、ステップＳ１２２に戻り、このステップＳ１２２以降の処
理を繰り返す。
【０１５２】
　また、ステップＳ１２４で、省音オフ設定時刻になっていないと判別したときには、Ｃ
ＰＵ１０１は、省音モードの解除操作信号をリモコン信号として受信したか否か判別し（
ステップＳ１２６）、省音モードの解除操作信号をリモコン信号として受信していないと
判別したときには、ステップＳ１２４に戻り、このステップＳ１２４以降の処理を繰り返
す。
【０１５３】
　また、ステップＳ１２６で、省音モードの解除操作信号をリモコン信号として受信した
と判別したときには、ＣＰＵ１０１は、省音モードの終了処理をして（ステップＳ１２７
）、音声モードを音声モード３に戻す（ステップＳ１２８）。そして、この省音モードの
処理を終了する。
【０１５４】
　以上のタイマー制御の説明は、第２の実施の形態に適用した場合であるが、第１の実施
の形態にも適用できることは言うまでもない。第１の実施の形態に適用した場合には、図
１７において、ステップＳ１２１，１２５および１２８における音声モード３を音声モー
ド１に変更し、ステップＳ１２３における音声モード４を音声モード２に変更するように
すればよい。
【０１５５】
　［その他の実施の形態および変形例］
　なお、上述の実施の形態の説明では、マルチチャンネルの音声を再生する場合を例とし
たが、この発明は、このようなマルチチャンネルの音声の再生のみを対象としているわけ
ではない。例えば、テレビ受像機のモノーラルまたはステレオスピーカを他のスピーカと
して、そのほかに第１および第２のスピーカを設ける装置にも適用可能である。
【０１５６】
　また、上述の実施の形態では、第１および第２のスピーカとして、マルチチャンネル音
声の低域音声の音響再生用のスピーカを用いるようにしたが、これに限られるものではな
いことは言うまでもない。例えば、他のスピーカから音声を放音しているときには、第１
および第２のスピーカからは、何も音声を放音しないようにしてもよい。
【０１５７】
　また、上述の説明では、テレビ受像機１のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲに供給する
音声信号は、音声信号出力装置部３で生成するようにしたが、ＤＶＤプレーヤ２からの音
声信号Ａｕ（マルチチャンネルの音声信号の合成信号）をテレビ受像機１に供給し、スピ
ーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲがその音声を放音するようにしても良い。その場合には、ス
ピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲに対する消音制御（ミューティング制御）は、テレビ受像
機１側で行うものである。
【０１５８】
　また、上述の実施の形態の説明では、音声検出手段は、２つの手段を設けて、それらを
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用いるようにしたが、いずれか１つの音声検出手段を用いるようにしてももちろんよい。
【０１５９】
　また、上述の実施の形態では、レベル調整回路３２３、３２４は、その入力音声信号を
出力するか否かのスイッチ的な動作としたが、スピーカ１１ＦＬ，１１ＦＲからの放音音
声のレベルを検出し、ボリュームにより放音音声の音量が絞られたときには、そのボリュ
ーム調整量をリモコン信号から検出し、その絞られて分を、スピーカ１１ＳＷ１および１
１ＳＷ２に供給する音声信号中において、仮想音源処理された音声信号のレベルを増加す
るようにしてもよい。
【０１６０】
　また、上述の実施の形態では、省音オンと、省音オフとは、自動的に制御するようにし
たが、例えばリモートコマンダに、省音オン、省音オフの操作ボタンを設けて、省音オン
および省音オフを、ユーザの指示により手動で行えるようにしてもよい。
【０１６１】
　なお、上述の実施の形態では、テレビ受像機１のスピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲには
、５．１チャンネルのサラウンド信号のうちの、フロント左右チャンネルの信号に加えて
センターチャンネルの音声信号を供給するようにしたが、フロント左右チャンネルの信号
のみを供給するようにして、センターチャンネルの音声信号は、別途、他のスピーカとし
て設けられるセンターチャンネル用のスピーカに寄与するように構成しても良い。
【０１６２】
　また、上述の実施の形態の説明では、スピーカ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声
がゼロの場合について説明したが、必ずしも、放音音声がゼロではなくてもよく、スピー
カ１１ＦＬおよび１１ＦＲからの放音音声が微小なレベルに低減された場合にも全く同様
に適用することができる。
【０１６３】
　なお、リスナ４の両耳の近傍に配置するスピーカは、上述の実施の形態では、椅子に装
着するようにしたが、そのような構成に限られるものではないことは言うまでもない。例
えば、スタンドにスピーカユニットを保持して、リスナの耳の近傍に配置するようにして
も良い。また、天井からスピーカユニットを保持具により吊るしたり、壁に保持具により
スピーカユニットを保持したりする構成としても良い。
【０１６４】
　また、上述の実施形態では、低域の音響再生用のサブウーハは、リスナの耳に対向する
位置に設けたので、リスナに到達する低域の音としては高効率となる。しかし、サブウー
ハの配置位置は、このような位置に限定されるものではなく、例えば、図１８に示すよう
に、リスナ４の頭部を中心とした、例えば半径が（ｄｓｗ＋リスナ４の頭部の半径の１／
２）の球面上の位置であれば、いずれの位置であっても良い。ただし、サブウーハの配置
位置としては、リスナ４の顔面よりもリスナ正面側の空間は好ましくなく、図１８に示す
ように、リスナ４の顔面よりも後方側の区間内であることが望ましい。
【図面の簡単な説明】
【０１６５】
【図１】この発明による音響再生装置の第１の実施の形態を用いた音響再生システムの例
の概要を説明するための図である。
【図２】第１の実施の形態におけるスピーカ配置例を説明するための図である。
【図３】第１の実施の形態におけるスピーカ配置例を説明するための図である。
【図４】第１の実施の形態におけるスピーカ配置例による効果を説明するために用いる図
である。
【図５】第１の実施の形態におけるスピーカ配置例を説明するための図である。
【図６】第１の実施の形態におけるスピーカ配置例を説明するための図である。
【図７】第１の実施の形態における音声信号出力装置部の構成例を示すブロック図である
。
【図８】図７の音声信号出力装置部の一部の詳細構成例を示すブロック図である。



(22) JP 4359779 B2 2009.11.4

10

20

【図９】図８の例を説明するために用いる図である。
【図１０】第１の実施の形態における処理動作例を説明するためのフローチャートの一部
を示す図である。
【図１１】第１の実施の形態における処理動作例を説明するためのフローチャートの一部
を示す図である。
【図１２】この発明による音響再生装置の第２の実施の形態を用いた音響再生システムの
例の概要を説明するための図である。
【図１３】第２の実施の形態におけるスピーカ配置例を説明するための図である。
【図１４】第２の実施の形態におけるスピーカ配置例を説明するための図である。
【図１５】第２の実施の形態における音声信号出力装置部の構成例を示すブロック図であ
る。
【図１６】図１５の音声信号出力装置部の一部の詳細構成例を示すブロック図である。
【図１７】第２の実施の形態における処理動作例を説明するためのフローチャートの一部
を示す図である。
【図１８】この発明の実施の形態におけるスピーカ配置位置の例を説明するための図であ
る。
【符号の説明】
【０１６６】
　１…テレビ受像機、２…ＤＶＤプレーヤ、３…音声信号出力装置部、４…リスナ、５…
リモートコマンダ、６…マイクロホン、１１ＦＬ，１１ＦＲ…他のスピーカとしての２個
のスピーカ、１１ＳＷ１，１１ＳＷ２…リスナの両耳の近傍のスピーカ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】
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