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(57)【要約】
【課題】映像再生処理時間の情報を表示装置から取得で
きなくても、表示装置における映像再生処理時間を測定
し、オーディオ信号の遅延時間を制御する信号出力装置
を提供すること。
【解決手段】本発明の実施形態に係るＡＶアンプ１０は
、テレビ２０に遅延測定用のオーディオ信号Ｓａ２を出
力して、テレビ２０において遅延された再生オーディオ
信号Ｓａ２ｄを取得することにより、テレビ２０におけ
る遅延時間を測定する。そして、ＡＶアンプ１０は、映
像信号Ｓｇをテレビ２０に出力するとともに、オーディ
オ信号Ｓａ１を、測定した遅延時間に応じて遅延させて
スピーカ装置４０に出力することにより、テレビ２０の
表示画面に表示される映像の内容と、スピーカ装置４０
から放音される内容とのリップシンク制御を実現する。
【選択図】図３



(2) JP 2012-191583 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号および第１オーディオ信号を取得する信号取得手段と、
　遅延測定用の第２オーディオ信号を供給する測定音供給手段と、
　入力される映像信号を再生するとともに、入力されるオーディオ信号を遅延させて再生
する再生装置に対して、前記取得された映像信号および前記供給された第２オーディオ信
号を出力する第１出力手段と、
　前記再生装置において遅延された第２オーディオ信号を取得する遅延取得手段と、
　前記第１出力手段によって出力された第２オーディオ信号と前記遅延取得手段が取得し
た第２オーディオ信号とを比較して、時間的なずれ量を測定する測定手段と、
　前記取得された第１オーディオ信号に、前記測定されたずれ量に応じた遅延時間で遅延
処理を施して出力する遅延制御手段と、
　入力されるオーディオ信号が示す音を出力する放音手段に対して、前記遅延処理が施さ
れた第１オーディオ信号を出力する第２出力手段と
　を具備することを特徴とする信号出力装置。
【請求項２】
　前記再生装置は、前記再生した第２オーディオ信号を出力する出力端子を有し、
　前記遅延取得手段は、前記出力端子から出力される信号から前記再生装置において遅延
された第２オーディオ信号を取得する
　ことを特徴とする請求項１に記載の信号出力装置。
【請求項３】
　前記遅延制御手段は、前記測定されたずれ量が予め決められた変化量以上に変化した場
合に、前記遅延時間を変更する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の信号出力装置。
【請求項４】
　前記測定音供給手段は、測定音を示すオーディオ信号を生成し、前記第２オーディオ信
号として供給する
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の信号出力装置。
【請求項５】
　前記測定音供給手段は、前記信号取得手段によって取得された第１オーディオ信号を用
いて、前記第２オーディオ信号を供給する
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の信号出力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オーディオ信号を遅延させて出力する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大型の表示画面をもつ薄型ディスプレイなどの表示装置の普及により、ホームシアター
システムについても普及が進んでいる。ホームシアターシステムにおいては、ＡＶ（Audi
oVisual）アンプなどを用いて外部スピーカにオーディオ信号を出力させることにより、
大音量、高音質でオーディオを楽しむことができる。一般に、ホームシアターで用いられ
るような表示装置においては、デジタル信号を用いて高精細な映像を表示させることがで
きる。
【０００３】
　デジタルの映像信号を再生して表示画面に映像を表示させるまでに要する再生処理時間
（以下、映像再生処理時間という）が、オーディオ信号を再生して放音するまでに要する
再生処理時間（以下、音声再生処理時間という）より長いため、表示装置は、映像信号と
ともに入力されるオーディオ信号を、内部処理により遅延させて、映像再生処理時間と音
声再生処理時間との違いにより生じる時間的なずれを補正して、表示される映像の内容と



(3) JP 2012-191583 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

放音される内容とが時間的に一致するように制御する。表示される映像の内容と放音され
る内容とを同期させることを、一般的にリップシンクという。以下の説明においては、表
示される映像の内容と放音される内容を時間的に一致させる制御をリップシンク制御とい
う。
【０００４】
　ＡＶアンプを用いる場合には、ＡＶアンプは、映像信号を表示装置に対して出力し、オ
ーディオ信号については、これを再生して外部のスピーカ装置に出力して放音させる。こ
のとき、ＡＶアンプにおいては、リップシンク制御のためオーディオ信号を遅延させる必
要があるが、この遅延時間については、視聴者が視聴内容から違和感のない時間として予
め設定しておく必要がある。このような視聴者の手間を省く技術として、特許文献１には
、表示装置が映像再生処理時間を予め記憶しておき、ＡＶアンプが表示装置に記憶されて
いる映像再生処理時間を読み出してオーディオ信号の遅延時間を設定する技術が開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３３４３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載のように、表示装置に映像再生処理時間が予め記憶されている場合に
は、ＡＶアンプにおいてその映像再生処理時間を読み出すことは可能であるが、全ての表
示装置において映像再生処理時間が記憶されているとは限らない。また、記憶されていて
もその数値があてにならない場合もあり、そのため、視聴者は、映像再生処理時間の読み
出せるＡＶアンプを用いていても、依然として、実際に表示される映像の内容と放音の内
容とを視聴者が確認しながら、遅延時間を設定しなくてはならなかった。
【０００７】
　本発明は、上述の事情に鑑みてなされたものであり、映像再生処理時間の情報を表示装
置から取得できなくても、表示装置における映像再生処理時間を測定し、オーディオ信号
の遅延時間を制御する信号出力装置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】
【０００８】
　上述の課題を解決するため、本発明は、映像信号および第１オーディオ信号を取得する
信号取得手段と、遅延測定用の第２オーディオ信号を供給する測定音供給手段と、入力さ
れる映像信号を再生するとともに、入力されるオーディオ信号を遅延させて再生する再生
装置に対して、前記取得された映像信号および前記供給された第２オーディオ信号を出力
する第１出力手段と、前記再生装置において遅延された第２オーディオ信号を取得する遅
延取得手段と、前記第１出力手段によって出力された第２オーディオ信号と前記遅延取得
手段が取得した第２オーディオ信号とを比較して、時間的なずれ量を測定する測定手段と
、前記取得された第１オーディオ信号に、前記測定されたずれ量に応じた遅延時間で遅延
処理を施して出力する遅延制御手段と、入力されるオーディオ信号が示す音を出力する放
音手段に対して、前記遅延処理が施された第１オーディオ信号を出力する第２出力手段と
を具備することを特徴とする信号出力装置を提供する。
【０００９】
　また、別の好ましい態様において、前記再生装置は、前記再生した第２オーディオ信号
を出力する出力端子を有し、前記遅延取得手段は、前記出力端子から出力される信号から
前記再生装置において遅延された第２オーディオ信号を取得することを特徴とする。
【００１０】
　また、別の好ましい態様において、前記遅延制御手段は、前記測定されたずれ量が予め
決められた変化量以上に変化した場合に、前記遅延時間を変更することを特徴とする。
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【００１１】
　また、別の好ましい態様において、前記測定音供給手段は、測定音を示すオーディオ信
号を生成し、前記第２オーディオ信号として供給することを特徴とする。
【００１２】
　また、別の好ましい態様において、前記測定音供給手段は、前記信号取得手段によって
取得された第１オーディオ信号を用いて、前記第２オーディオ信号を供給することを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、映像再生処理時間の情報を表示装置から取得できなくても、表示装置
における映像再生処理時間を測定し、オーディオ信号の遅延時間を制御する信号出力装置
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態におけるＡＶシステムの構成を説明するブロック図である。
【図２】本発明の実施形態におけるテレビの構成を説明するブロック図である。
【図３】本発明の実施形態におけるＡＶアンプの構成を説明するブロック図である。
【図４】本発明の実施形態における遅延制御部における遅延制御を説明するフローチャー
トである。
【図５】本発明の変形例１におけるＡＶアンプの構成を説明するブロック図である。
【図６】本発明の変形例２におけるＡＶシステムの構成を説明するブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
＜実施形態＞
[ＡＶシステム１の構成]
　図１は、本発明の実施形態におけるＡＶシステム１の構成を説明するブロック図である
。ＡＶシステム１は、ＡＶアンプ１０、テレビ２０、光ディスクプレイヤ３０およびスピ
ーカ装置４０を有する。ＡＶアンプ１０は、テレビ２０、光ディスクプレイヤ３０および
スピーカ装置４０と接続されている。
【００１６】
　光ディスクプレイヤ３０は、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）などの光ディスクに記
録された映画などのコンテンツ・データを読み出し、ＡＶアンプ１０に出力する。コンテ
ンツ・データには、映像の内容を示す映像信号、オーディオ（音声）の内容を示すオーデ
ィオ信号が含まれている。この例においては、コンテンツ・データには、さらに、コンテ
ンツのジャンルなどを示すジャンル情報についても含まれている。
　スピーカ装置４０は、入力されたオーディオ信号が示す音を出力するスピーカを有する
放音手段である。この例においては、スピーカ装置４０は、ＡＶアンプ１０からオーディ
オ信号が入力される。
【００１７】
　ＡＶアンプ１０は、光ディスクプレイヤ３０から取得した映像信号およびジャンル情報
をテレビ２０に出力し、光ディスクプレイヤ３０から取得したオーディオ信号をスピーカ
装置４０に出力する。
　テレビ２０は、入力された映像信号が示す映像を表示する表示画面と、入力されたオー
ディオ信号が示す音を出力するスピーカと、放送信号を取得して映像信号およびオーディ
オ信号に変換するチューナなど、一般的なテレビに設けられている各構成を有する表示装
置である。なお、テレビ２０は、チューナを有しないモニタなどであってもよい。
　以上がＡＶシステム１の構成についての説明である。続いて、テレビ２０およびＡＶア
ンプ１０の詳細の構成について、順に説明する。
【００１８】
[テレビ２０の構成]
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　図２は、本発明の実施形態におけるテレビ２０の構成を説明するブロック図である。テ
レビ２０は、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）２１、接続端子２２、表示部２３、放
音部２４、および音声出力端子２５を有する。
　接続端子２２は、外部装置と情報の送受信の経路となるケーブルが接続される端子であ
り、例えば、ＨＤＭＩ（登録商標）の規格にしたがって構成されている。この例において
は、接続端子２２は、ＡＶアンプ１０に接続されたケーブルが接続され、ＡＶアンプ１０
から送信されるデータを受信する。ＡＶアンプ１０から送信されるデータには、映像信号
Ｓｇ、オーディオ信号Ｓａ２およびジャンル情報Ｓｃが含まれている。接続端子２２は、
ＡＶアンプ１０から送信されたデータをＤＳＰ２１に出力する。
【００１９】
　ＤＳＰ２１は、映像再生部２１１および音声再生部２１２を有する再生装置であり、接
続端子２２から入力される映像信号Ｓｇおよびオーディオ信号Ｓａ２を再生した信号（そ
れぞれ、再生映像信号Ｓｇｄおよび再生オーディオ信号Ｓａ２ｄという）を出力する。Ｄ
ＳＰ２１の各構成の説明については後述する。
【００２０】
　表示部２３は、表示画面を有し、ＤＳＰ２１から入力される再生映像信号Ｓｇｄが示す
映像を表示画面に表示する。放音部２４は、スピーカを有し、ＤＳＰ２１から入力される
再生オーディオ信号Ｓａ２ｄが示す音を出力する。音声出力端子２５は、ＤＳＰ２１から
入力される再生オーディオ信号Ｓａ２ｄを、外部装置に出力する経路となるケーブルが接
続される端子である。この例においては、ＡＶアンプ１０に接続するケーブルが接続され
、ＡＶアンプ１０に対して再生オーディオ信号Ｓａ２ｄを出力する。
【００２１】
　ＤＳＰ２１は、ジャンル情報Ｓｃを取得すると、ジャンル情報Ｓｃの内容に応じて再生
モードを設定する。再生モードとは、例えば、映画モード、ゲームモードなど複数のモー
ドから構成され、映像再生部２１１および音声再生部２１２における再生処理の内容（画
質、音質、エフェクト処理などの内容）を、モード毎に規定している。なお、再生モード
は存在しなくてもよく、この場合には、ジャンル情報Ｓｃの取得は不要である。また、光
ディスクプレイヤ３０からジャンル情報Ｓｃが送信されないなど、ＤＳＰ２１においてジ
ャンル情報Ｓｃが取得されない構成である場合には、視聴者などにより設定された再生モ
ード、初期設定の再生モードなどにすればよい。
【００２２】
　映像再生部２１１は、入力される映像信号Ｓｇを再生して再生映像信号Ｓｇｄとして表
示部２３に出力して、表示画面に映像を表示させる。
　映像再生部２１１において、映像信号Ｓｇが入力されてから再生映像信号Ｓｇｄを出力
するまでの再生処理の時間である映像再生処理時間は、上述のように設定された再生モー
ドの内容および映像信号Ｓｇのフォーマットに応じて変化する。映像信号Ｓｇのフォーマ
ットとは、例えば、走査線の本数、走査方式（インターレース、プログレッシブ）、フレ
ームレート、２Ｄ、３Ｄなどの規定である。映像再生部２１１は、映像信号Ｓｇのフォー
マットを、映像信号Ｓｇから判定してもよいし、映像信号Ｓｇのフォーマットを示す識別
信号などを取得して判定してもよい。
【００２３】
　音声再生部２１２は、入力されるオーディオ信号Ｓａ２を遅延させて再生し、再生オー
ディオ信号Ｓａ２ｄとして出力する。この例においては、音声再生部２１２は、音声出力
端子２５にケーブルが接続されている場合には、音声出力端子２５に再生オーディオ信号
Ｓａ２ｄを出力し、このケーブルに接続された外部装置に再生オーディオ信号Ｓａ２ｄが
入力される。一方、音声出力端子２５にケーブルが接続されていない場合には、音声再生
部２１２は、放音部２４に再生オーディオ信号Ｓａ２ｄを出力し、放音部２４から放音さ
せる。
　この例においては、ＡＶアンプ１０に接続されたケーブルが音声出力端子２５に接続さ
れているため、音声再生部２１２は、音声出力端子２５に再生オーディオ信号Ｓａ２ｄを
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出力し、放音部２４には出力しない。
【００２４】
　この例においては、音声再生部２１２は、オーディオ信号Ｓａ２を再生して再生オーデ
ィオ信号Ｓａ２ｃとして出力する音声再生処理部２１２１と、再生オーディオ信号Ｓａ２
ｃを遅延させて再生オーディオ信号Ｓａ２ｄとして出力する遅延処理部２１２２とを有す
る。音声再生処理部２１２１において、オーディオ信号Ｓａ２が入力されてから再生オー
ディオ信号Ｓａ２ｃを出力するまでの音声再生処理時間は、上述の映像再生処理時間より
短い。遅延処理部２１２２における再生オーディオ信号Ｓａ２ｃへの遅延処理における遅
延時間は、この映像再生処理時間と音声再生処理時間の差分の時間として設定され、リッ
プシンク制御を実現するようになっている。したがって、映像再生処理時間が変化すれば
、設定される遅延時間も変化するようになっている。なお、音声再生部２１２においては
、再生されたオーディオ信号に対して遅延処理が施されていたが、遅延処理を施してから
オーディオ信号を再生するようにしてもよい。
　以上が、テレビ２０の構成についての説明である。
【００２５】
[ＡＶアンプ１０の構成]
　図３は、本発明の実施形態におけるＡＶアンプ１０の構成を説明するブロック図である
。ＡＶアンプ１０は、ＤＳＰ１１、接続端子１２、１３、音声入力端子１４、およびスピ
ーカ接続部１５を有する。
　接続端子１２、１３は、接続端子２２と同様に、外部装置とデータの送受信の経路とな
るケーブルが接続される端子であり、例えば、ＨＤＭＩの規格にしたがって構成されてい
る。この例においては、接続端子１２は、光ディスクプレイヤ３０に接続されたケーブル
が接続され、光ディスクプレイヤ３０から送信されるデータを受信する。光ディスクプレ
イヤ３０から送信されるデータには、映像信号Ｓｇ、オーディオ信号Ｓａ１およびジャン
ル情報Ｓｃが含まれている。接続端子１２は、光ディスクプレイヤ３０から送信された情
報をＤＳＰ１１に出力する。また、接続端子１３は、テレビ２０（接続端子２２）に接続
されたケーブルが接続され、テレビ２０にデータを送信する。テレビ２０に送信するデー
タには、上述したように、映像信号Ｓｇ、オーディオ信号Ｓａ２およびジャンル情報Ｓｃ
が含まれている。
【００２６】
　音声入力端子１４は、外部装置からオーディオ信号が入力される経路となるケーブルが
接続される端子である。この例においては、テレビ２０（音声出力端子２５）に接続する
ケーブルが接続され、テレビ２０から再生オーディオ信号Ｓａ２ｄが入力される。音声入
力端子１４は、入力された再生オーディオ信号Ｓａ２ｄをＤＳＰ１１に出力する。
【００２７】
　スピーカ接続部１５は、外部のスピーカ装置（この例においては、スピーカ装置４０）
が接続される接続端子、および、オーディオ信号を増幅するアンプを有する。スピーカ接
続部１５は、ＤＳＰ１１からオーディオ信号（後述する再生オーディオ信号Ｓａ１ｄ）が
入力される。スピーカ接続部１５は、入力された再生オーディオ信号Ｓａ１ｄをアンプに
より増幅して、スピーカ接続部１５に接続されたスピーカ装置４０に出力し、スピーカ装
置４０から放音させる。なお、スピーカ装置４０にアンプが設けられている場合には、ス
ピーカ接続部１５にアンプが設けられていなくてもよい。
【００２８】
　ＤＳＰ１１は、信号取得部１１１、測定音供給部１１２、第１出力部１１４、遅延音取
得部１１５、遅延測定部１１６、遅延制御部１１７、および第２出力部１１８を有する信
号出力装置である。
　信号取得部１１１は、接続端子１２から映像信号Ｓｇ、オーディオ信号Ｓａ１、および
ジャンル情報Ｓｃを取得する。信号取得部１１１は、取得した映像信号Ｓｇおよびジャン
ル情報Ｓｃを第１出力部１１４に出力し、取得したオーディオ信号Ｓａ１を遅延制御部１
１７に出力する。
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【００２９】
　測定音供給部１１２は、テレビ２０におけるオーディオ信号の遅延時間を測定するため
の遅延測定用のオーディオ信号Ｓａ２を生成して第１出力部１１４に供給する。この例に
おいては、測定音供給部１１２は、信号取得部１１１から出力される映像信号Ｓｇまたは
ジャンル情報Ｓｃを監視して、映像信号Ｓｇのフォーマットが変わった場合、ジャンル情
報Ｓｃの内容が変わった場合に、予め決められた期間、オーディオ信号Ｓａ２を生成する
。このオーディオ信号Ｓａ２は、例えば、一定間隔で出力されるインパルス音、断続的に
出力されるホワイトノイズ、音量レベルが一定周期で変化する音などの時間変化する音を
示す信号であってもよいし、サイン波のような信号であってもよい。すなわち、オーディ
オ信号Ｓａ２は、信号レベルの時間変動、周波数分布の時間変動など、何らかのパラメー
タが時間的な変動をする測定音を示す信号であれば、どのような信号であってもよい。
【００３０】
　このようにどのようなオーディオ信号をテレビ２０に出力したとしても、上述したとお
り、この例においては、音声出力端子２５にケーブルが接続されているため、テレビ２０
の放音部２４から放音されることはない。なお、オーディオ信号Ｓａ２は、映像信号Ｓｇ
のフォーマット変化などに関わらず常時生成されるようにしてもよい。
【００３１】
　第１出力部１１４は、信号取得部１１１から映像信号Ｓｇおよびジャンル情報Ｓｃを取
得して接続端子１３に出力する。また、第１出力部１１４は、測定音供給部１１２からオ
ーディオ信号Ｓａ２を取得して接続端子１３および遅延測定部１１６に出力する。これに
より、映像信号Ｓｇ、オーディオ信号Ｓａ２およびジャンル情報Ｓｃは、ケーブルを介し
て接続されたテレビ２０へ出力される。
【００３２】
　遅延音取得部１１５は、音声入力端子１４から再生オーディオ信号Ｓａ２ｄを取得し、
遅延測定部１１６に出力する。この再生オーディオ信号Ｓａ２ｄは、上述したように、テ
レビ２０の音声再生部２１２において遅延されたオーディオ信号Ｓａ２に対応する。
【００３３】
　遅延測定部１１６は、第１出力部１１４から入力されたオーディオ信号Ｓａ２と、遅延
音取得部１１５から入力された再生オーディオ信号Ｓａ２ｄとを比較して、時間的なずれ
量を測定する。遅延測定部１１６は、例えば、オーディオ信号Ｓａ２がインパルス音であ
る場合には、インパルス信号の時間的なずれ量を測定すればよい。このずれ量は、第１出
力部１１４からオーディオ信号Ｓａ２が出力されてから、遅延測定部１１６に再生オーデ
ィオ信号Ｓａ２ｄが入力されるまでの時間に相当する。以下、このずれ量を測定時間ｄｔ
という。テレビ２０における音声のトータルの遅延時間（音声再生処理時間＋遅延処理部
２１２２に設定された遅延時間）は映像再生処理時間と等しくなる様に制御されるため、
測定時間ｄｔは、概ね映像再生処理時間に相当する時間となる。遅延測定部１１６は、測
定時間ｄｔを遅延制御部１１７に出力する。
【００３４】
　遅延制御部１１７は、信号取得部１１１から入力されるオーディオ信号Ｓａ１に対して
、設定された遅延時間Ｔｄで遅延処理を施して再生し、再生オーディオ信号Ｓａ１ｄとし
て第２出力部１１８に出力する。遅延制御部１１７は、オーディオ信号Ｓａ１の再生にお
いて、音響効果を付与するなどの信号処理を行ってもよく、この場合には、信号処理に要
する時間を遅延時間Ｔｄから減じて遅延処理を施してもよい。
　遅延制御部１１７は、遅延処理における遅延時間Ｔｄについて、遅延測定部１１６から
取得した測定時間ｄｔに応じて設定する遅延制御を行う。遅延制御部１１７において行わ
れる遅延制御について説明する。
【００３５】
　図４は、本発明の実施形態における遅延制御部１１７における遅延制御を説明するフロ
ーチャートである。遅延制御部１１７は、オーディオ信号Ｓａ１が入力されると、遅延制
御を開始する。遅延制御部１１７は、まず、遅延時間Ｔｄの初期設定を行う（ステップＳ
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Ａ１１０）。この例においては、初期設定とは、ＤＳＰ１１への電力供給が開始された直
後などで遅延時間Ｔｄが設定されていない場合には、予め決められた時間を遅延時間Ｔｄ
として設定し、すでに過去の遅延制御において遅延時間Ｔｄが設定されている場合には、
その設定内容をそのまま初期値として用いることをいう。
【００３６】
　遅延制御部１１７は、遅延測定部１１６から出力される測定時間ｄｔを取得したか否か
を判定する（ステップＳＡ１２０）。遅延制御部１１７は、測定時間ｄｔを取得する（ス
テップＳＡ１２０；Ｙｅｓ）と、遅延時間Ｔｄと測定時間ｄｔとの差分（｜ｄｔ－Ｔｄ｜
）が予め決められた変化量Ｔｃ以上であるか否かを判定する（ステップＳＡ１３０）。遅
延制御部１１７は、差分（｜ｄｔ－Ｔｄ｜）が変化量Ｔｃ以上である場合（ステップＳＡ
１３０；Ｙｅｓ）には、オーディオ信号Ｓａ１の再生を一旦停止し、ミュートを開始する
（ステップＳＡ１４０）。変化量Ｔｃは、大きいと映像の内容と音の内容のずれが大きく
なってしまいリップシンク制御ができているとはいえなくなり、また小さいと測定誤差等
で不必要に反応して遅延時間Ｔｄが変更されてしまうため、例えば１０～３０ミリ秒程度
が適当である。
【００３７】
　遅延制御部１１７は、ミュートを開始すると、遅延時間Ｔｄを測定時間ｄｔに応じて変
更して、設定内容を更新する（ステップＳＡ１５０）。この例においては、遅延制御部１
１７は、測定時間ｄｔを新たな遅延時間Ｔｄとして設定することにより更新する。なお、
遅延制御部１１７は、測定時間ｄｔを補正して変化させた時間を遅延時間Ｔｄとして設定
してもよい。この補正量は、予め設定されているようにすればよく、例えば、測定時間ｄ
ｔの値に応じて、また測定時間ｄｔの測定経路以外の信号経路上の遅延に応じて設定すれ
ばよい。
【００３８】
　遅延制御部１１７は、遅延時間Ｔｄの更新が終了すると、ミュートを解除する（ステッ
プＳＡ１６０）。遅延制御部１１７は、遅延測定部１１６から測定時間ｄｔの出力がない
場合（ステップＳＡ１２０；Ｎｏ）、差分（｜ｄｔ－Ｔｄ｜）が変化量Ｔｃ以上でない場
合（ステップＳＡ１３０；Ｎｏ）、または、ミュートを解除した後に、信号取得部１１１
からのオーディ信号Ｓａ１の入力が継続しているか否かを判定（ステップＳＡ１７０）し
、継続している場合（ステップＳＡ１７０；Ｙｅｓ）には、再び測定時間ｄｔの出力があ
るか否かを判定（ステップＳＡ１２０；Ｎｏ）し、継続していない場合（ステップＳＡ１
７０；Ｎｏ）には、遅延制御を終了する。以上が、遅延制御についての説明である。
【００３９】
　図３に戻って説明を続ける。第２出力部１１８は、遅延制御部１１７から入力された再
生オーディオ信号Ｓａ１ｄをスピーカ接続部１５に出力する。これにより、スピーカ装置
４０は、再生オーディオ信号Ｓａ１ｄが入力され放音する。このとき、テレビ２０の音声
再生部２１２におけるリップシンク制御されたオーディオの遅延時間に対応して測定され
た測定時間ｄｔに応じて、遅延制御部１１７がオーディオ信号Ｓａ１に対して遅延処理を
施しているから、テレビ２０の表示画面に表示される映像の内容と、スピーカ装置４０か
ら放音される内容との時間的なずれ量が少なくなり、リップシンク制御が実現される。ま
た、音声再生部２１２における遅延時間が変更されても、それに追従してリップシンク制
御が実現される。
【００４０】
　このように、本発明の実施形態に係るＡＶアンプ１０は、テレビ２０に遅延測定用のオ
ーディオ信号Ｓａ２を出力して、テレビ２０において遅延された再生オーディオ信号Ｓａ
２ｄを取得することにより、テレビ２０における遅延時間を測定する。そして、ＡＶアン
プ１０は、映像信号Ｓｇをテレビ２０に出力するとともに、オーディオ信号Ｓａ１を、測
定した遅延時間に応じて遅延させてスピーカ装置４０に出力することにより、テレビ２０
の表示画面に表示される映像の内容と、スピーカ装置４０から放音される内容とのリップ
シンク制御を実現する。また、ＡＶアンプ１０は、テレビ２０における遅延時間をリアル
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タイムに測定することで、テレビ２０において再生モードなどが変化して遅延時間が変更
されても、変更された遅延時間に追従してリップシンク制御を実現することができる。
【００４１】
＜変形例＞
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は以下のように、さまざまな態様
で実施可能である。
[変形例１]
　上述した実施形態においては、測定音供給部１１２は、生成されたオーディオ信号を、
遅延測定用のオーディオ信号Ｓａ２として第１出力部１１４に供給していたが、信号取得
部１１１から出力されるオーディオ信号Ｓａ１を取得して、遅延測定用のオーディオ信号
Ｓａ２として供給してもよい。またこの場合、オーディオ信号Ｓａ１をそのまま使用して
も良いが、加工しても良い。加工処理は様々な処理が可能であり、例えば、信号レベルを
変化させる処理、周波数分布を変化させる処理、一部期間のみ出力させる処理などである
。このように、測定音供給部１１２は、オーディオ信号Ｓａ１を用いて、遅延測定用のオ
ーディオ信号Ｓａ２を第１出力部１１４に供給してもよい。
　また、後述の変形例２で説明するように、テレビ２０からの音をマイクロフォン５０で
拾う場合、スピーカ装置４０からの音が邪魔にならない（区別がし易い）ように、それぞ
れ周波数的に分離しておくとか、電子透かしに似た波形処理の様なものを施しておくこと
も考えられる。
【００４２】
　図５は、本発明の変形例１におけるＡＶアンプ１０Ａの構成を説明するブロック図であ
る。図５に示すＡＶシステム１ＡにおけるＡＶアンプ１０Ａは、実施形態におけるＡＶア
ンプ１０のＤＳＰ１１とは異なる構成のＤＳＰ１１Ａを有する。ＤＳＰ１１Ａのうち、実
施形態におけるＤＳＰ１１と異なる構成について説明する。
【００４３】
　測定音供給部１１２Ａは、信号取得部１１１から出力されるオーディオ信号Ｓａ１を取
得し、遅延測定用のオーディオ信号Ｓａ２として第１出力部１１４に供給する。なお、測
定音供給部１１２Ａは、オーディオ信号Ｓａ１が複数のチャンネル（例えば、５．１ｃｈ
）などで構成されている場合には、そのうちの少なくとも１ｃｈについてオーディオ信号
Ｓａ２として出力すればよい。
【００４４】
　遅延測定部１１６Ａは、実施形態における遅延測定部１１６と同様に、オーディオ信号
Ｓａ２と再生オーディオ信号Ｓａ２ｄとを比較して、時間的なずれ量を測定する。ただし
、この比較対象となるオーディオ信号は、光ディスクプレイヤ３０から出力されたオーデ
ィオ信号Ｓａ１が用いられ、測定音供給部１１２で供給されるような、ずれ量を測定しや
すいように特別に生成されたオーディオ信号ではない。そのため、遅延測定部１１６Ａは
、音量の変化パターン、周波数スペクトルの変化パターンなど、時間的に変化するパラメ
ータの変化パターンを用いたパターンマッチングにより、時間的なずれ量を測定すればよ
い。
【００４５】
　なお、このように、遅延測定用のオーディオ信号Ｓａ２として、コンテンツのオーディ
オ信号Ｓａ１を用いる場合には、テレビ２０において、音声再生部２１２から放音部２４
にも再生オーディオ信号Ｓａ２ｄが出力されるようにして、放音部２４からも放音される
ようにしてもよい。このようにすれば、放音部２４およびスピーカ装置４０の双方から放
音させることもできる。
【００４６】
[変形例２]
　上述した実施形態においては、ＡＶアンプ１０は、テレビ２０の音声再生部２１２から
出力される再生オーディオ信号Ｓａ２ｄを、テレビ２０の音声出力端子２５からケーブル
を介して取得していたが、別の態様で取得してもよい。例えば、テレビ２０の放音部２４
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から放音させて、マイクロフォン５０において収音して得られるオーディオ信号を再生オ
ーディオ信号Ｓａ２ｄとして取得してもよい。
【００４７】
　図６は、本発明の変形例２におけるＡＶシステム１Ｂの構成を説明するブロック図であ
る。図６に示すＡＶシステム１Ｂにおけるテレビ２０Ｂは、実施形態における音声出力端
子２５を有していない構成である。なお、テレビ２０Ｂは、実施形態におけるテレビ２０
と同様に、音声出力端子２５を有していてもよいが、音声再生部２１２から出力される再
生オーディオ信号Ｓａ２ｄは、放音部２４に出力されるものとする。
【００４８】
　ＡＶシステム１Ｂは、さらにマイクロフォン５０を有する。マイクロフォン５０は、音
が入力され、オーディオ信号に変換して出力する。この例においては、マイクロフォン５
０は、放音部２４から出力される音が入力され、変換したオーディオ信号を、再生オーデ
ィオ信号Ｓａ２ｄとしてＡＶアンプ１０に出力する。
【００４９】
　このような構成にすると、視聴者は、放音部２４から出力される音を聴取することにな
る場合もある。そのため、視聴者に聴取されないようにするため、放音部２４とマイクロ
フォン５０との距離を短くし、放音部２４からの音量が小さくすることが望ましい。また
、放音部２４の放音特性、マイクロフォン５０の収音特性によっては、人が聞き取りづら
い周波数帯域のオーディオ信号を遅延測定用に用いてもよい。
【００５０】
　マイクロフォン５０は、狭い指向特性を有するようにして、スピーカ装置４０から出力
される音が入力されにくい構成としてもよい。また、マイクロフォン５０にスピーカ装置
４０から出力された音が入力され、この音が特定の周波数帯域の音である場合等において
は、遅延測定用のオーディオ信号を抽出するフィルタなどが、マイクロフォン５０からＡ
Ｖアンプ１０の遅延測定部１１６までの信号経路上に設けられるようにしてもよい。
【００５１】
　また、別の態様として、テレビ２０が、音声再生部２１２において遅延させたオーディ
オ信号Ｓａ２ｄを接続端子２２などを介して出力することができる構成である場合には、
ＡＶアンプ１０における遅延音取得部１１５は、接続端子２２を介して出力されるオーデ
ィオ信号Ｓａ２ｄを取得してもよい。この場合には、遅延測定部１１６は、第１出力部１
１４から出力されたオーディオ信号Ｓａ２と、遅延音取得部１１５において取得されたオ
ーディオ信号Ｓａ２ｄとを比較するようにすればよい。
【００５２】
[変形例３]
　上述した実施形態においては、信号出力装置としてのＤＳＰ１１を有する構成として、
ＡＶアンプ１０を例に説明したが、ＡＶアンプ１０に限らず、外部装置において再生され
る映像信号を出力して、オーディオ信号がその外部装置以外において再生される構成を有
する装置であれば、様々な装置に適用可能である。例えば、信号出力装置がゲーム機、パ
ーソナルコンピュータ、ＳＴＢ（Set Top Box）などに内蔵されることにより、ゲーム機
等がＡＶアンプ１０の機能を有するようにしてもよい。この場合には光ディスクプレイヤ
３０は接続されていなくてもよい。また、ＡＶアンプ１０と、光ディスクプレイヤ３０と
は、一体に構成されていてもよい。すなわち、信号出力装置と、コンテンツ・データに含
まれているような映像信号およびオーディオ信号を生成する構成とが一体に構成された装
置全体として、光ディスクプレイヤ３０と接続していなくても、テレビ２０に映像信号を
出力し、スピーカ装置４０にオーディオ信号が出力することができるように構成されてい
てもよい。
　また、ＡＶアンプ１０とスピーカ装置４０とは、一体に構成されていてもよい。
　なお、光ディスクプレイヤ３０についても、ＡＶアンプ１０に映像信号、オーディオ信
号を出力可能な装置であれば、ゲーム機、パーソナルコンピュータ、ＳＴＢなどの他の装
置であってもよい。
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【００５３】
[変形例４]
　上述した実施形態においては、ＡＶアンプ１０と接続されるテレビ２０、光ディスクプ
レイヤ３０およびスピーカ装置４０は、ケーブルにより接続されていたが、有線接続に限
られず、無線接続であってもよい。
【００５４】
[変形例５]
　上述した実施形態においては、遅延制御部１１７の遅延制御において、測定時間ｄｔと
遅延時間Ｔｄとの差分が、変化量Ｔｃ以上である場合に遅延時間Ｔｄが更新されていたが
、他の態様で更新されてもよい。例えば、遅延制御部１１７は、測定時間ｄｔと遅延時間
Ｔｄとが随時一致するようにしてもよい（変化量Ｔｃ＝０に相当）。また、遅延制御部１
１７は、遅延時間Ｔｄを更新するときに、徐々に遅延時間Ｔｄが測定時間ｄｔに近づくよ
うにして、遅延処理の内容が少しずつ変化するようにしてもよい。
【００５５】
[変形例６]
　上述した実施形態においては、測定音供給部１１２が信号取得部１１１から出力される
映像信号Ｓｇまたはジャンル情報Ｓｃに応じて、一定期間、オーディオ信号Ｓａ２を生成
し、遅延測定部１１６において時間的なずれ量を測定していた。すなわち、遅延測定部１
１６における測定は、信号取得部１１１から出力される映像信号Ｓｇのフォーマットまた
はジャンル情報Ｓｃの内容の変化をトリガとして行われていた。この変化によってテレビ
２０の音声再生部２１２における遅延処理の内容が変わる可能性があるため、遅延測定部
１１６における測定開始のトリガとしているものである。したがって、音声再生部２１２
における遅延処理の内容が変わることを検出できるものであれば、別の方法を用いて測定
開始のトリガとしてもよい。
【００５６】
　例えば、テレビ２０におけるＤＳＰ２１において、再生モードの変更など、音声再生部
２１２における遅延処理の内容が変わる場合には、再生オーディオ信号Ｓａ２ｄの出力が
ミュートされる場合がある。このような場合には、ＡＶアンプ１０において、入力される
再生オーディオ信号Ｓａ２ｄにより、音声再生部２１２における遅延処理の内容の変化が
あったことを検出することができるから、この検出（ミュートの検出）をトリガとして遅
延測定部１１６における測定を開始すればよい。
【００５７】
　なお、ミュートに限らず、視聴者による図示しない操作部を用いたテレビ２０への操作
により、音声再生部２１２において再生オーディオ信号Ｓａ２ｄに付加される操作音など
を、ＡＶアンプ１０において検出して測定開始のトリガとしてもよい。また、ＤＳＰ２１
における設定内容が接続端子２２などを介してＡＶアンプ１０に通知される構成であれば
、ＡＶアンプ１０において設定内容が変化したことを検出して測定開始のトリガとしても
よい。
【００５８】
[変形例７]
　上述した実施形態においては、遅延制御部１１７は、遅延時間Ｔｄと測定時間ｄｔの差
分が変化量Ｔｃ以上である場合に、遅延時間Ｔｄの設定内容を更新したが、遅延制御中に
映像信号Ｓｇのフォーマットが変わった場合、またはジャンル情報Ｓｃの内容が変わった
場合には、差分が変化量Ｔｃ以上でなくても、設定内容を更新するようにしてもよい。こ
の場合には、遅延制御部１１７は、信号取得部１１１から出力される映像信号Ｓｇまたは
ジャンル情報Ｓｃを監視し、映像信号Ｓｇのフォーマットが変わった場合、またはジャン
ル情報Ｓｃの内容が変わった場合には、その後の最初のステップＳＡ１３０（図４参照）
における判定において、変化量Ｔｃの値を減少させ、例えば「０」として扱えばよい。
【００５９】
[変形例８]
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　上述した実施形態におけるＤＳＰ１１の各構成は、ハードウエアにより実現してもソフ
トウエアにより実現してもよい。また、ＦＰＧＡ（Field-Programmable Gate Array）を
用いて実現してもよい。ソフトウエアにより実現する場合には、ＡＶアンプ１０は、ＤＳ
Ｐ１１に代えて、ＣＰＵ（Central Processing Unit）などの演算部、ＲＡＭ（Random Ac
cess Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）などの記憶部を有するようにすればよい。
そして、記憶部に記憶された制御プログラムを演算部とＲＡＭ上で実行することにより、
ＤＳＰ１１の各構成を、実現するようにすればよい。
【００６０】
　なお、このような制御プログラムは、磁気記録媒体（磁気テープ、磁気ディスクなど）
、光記録媒体（光ディスクなど）、光磁気記録媒体、半導体メモリなどのコンピュータ読
み取り可能な記録媒体に記憶した状態で提供し得る。また、ＡＶアンプ１０は、制御プロ
グラムをネットワーク経由でダウンロードしてもよい。
【符号の説明】
【００６１】
１，１Ａ，１Ｂ…ＡＶシステム、１０，１０Ａ…ＡＶアンプ、１１，１１Ａ…ＤＳＰ、１
１１…信号取得部、１１２，１１２Ａ…測定音供給部、１１４…第１出力部、１１５…遅
延音取得部、１１６，１１６Ａ…遅延測定部、１１７…遅延制御部、１１８…第２出力部
、１２，１３…接続端子、１４…音声入力端子、１５…スピーカ接続部、２０，２０Ａ…
テレビ、２１…ＤＳＰ、２１１…映像再生部、２１２…音声再生部、２２…接続端子、２
３…表示部、２４…放音部、２５…音声出力端子、３０…光ディスクプレイヤ、４０…ス
ピーカ装置、５０…マイクロフォン

【図１】 【図２】
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