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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、ブルートゥースモジュールを
用いて無線受信された信号に基づいてオーディオ信号を
補正するオーディオ機器及び信号補正方法を提供するこ
とにある。
【解決手段】本発明は、オーディオ機器、オーディオシ
ステム及びオーディオ信号補正方法を提供する。本オー
ディオ装置は、出力部、送受信部、及び送受信部を介し
て外部機器から受信された補正用オーディオ信号を用い
て出力部を介して再生されるオーディオ信号を補正する
制御部を含む。これにより、ブルートゥースモジュール
を用いて無線受信された補正用オーディオ信号に基づい
て再生されるオーディオ信号を補正することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伝達されるオーディオ信号に対応するサウンドを出力する出力部と、
　前記出力部で出力されるサウンドを信号変換して補正用オーディオ信号を生成する外部
機器と無線通信が可能となるように接続される送受信部と、
　前記送受信部を介して前記外部機器から受信された前記補正用オーディオ信号を用いて
、前記出力部を介して再生されるオーディオ信号を補正する制御部と、
　を含むことを特徴とするオーディオ機器。
【請求項２】
　前記制御部は、前記出力部にテスト用オーディオ信号を伝達し、前記出力部で前記テス
ト用オーディオ信号に対応するサウンドが出力されるようにし、
　前記補正用オーディオ信号は、前記出力部で出力される前記テスト用オーディオ信号に
対応するサウンドを信号変換して前記外部機器が生成した信号であることを特徴とする請
求項１に記載のオーディオ機器。
【請求項３】
　前記外部機器は、前記テスト用オーディオ信号に対応するサウンドを受信するマイクを
備えた携帯装置であることを特徴とする請求項１に記載のオーディオ機器。
【請求項４】
　前記外部機器は、ノートＰＣ、ＭＰ３（ＭＰＥＧ　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ－３）プレ
イヤー、携帯電話、ＤＭＢ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓ
ｔｉｎｇ）フォン、デジタルカメラ、及びビデオカメラのうち少なくとも一つを含むこと
を特徴とする請求項１に記載のオーディオ機器。
【請求項５】
　テスト用オーディオ信号を伝達するオーディオ伝達部を更に含み、
　前記制御部は、予め設定された時間範囲内で予め設定された周波数帯域の周波数信号に
対応するテスト用オーディオ信号が前記出力部に伝達されるように前記オーディオ伝達部
を制御することを特徴とする請求項１に記載のオーディオ機器。
【請求項６】
　前記制御部は、前記テスト用オーディオ信号が前記時間範囲内で前記テスト用オーディ
オ信号の重畳なしに連続して前記出力部に伝達されるように前記オーディオ伝達部を制御
することを特徴とする請求項５に記載のオーディオ機器。
【請求項７】
　前記出力部は、複数のスピーカーを含み、
　前記時間範囲は、聴取者にとって前記テスト用オーディオ信号が前記複数のスピーカー
で同時に出力されて聴取される範囲に予め設定されることを特徴とする請求項５に記載の
オーディオ機器。
【請求項８】
　前記制御部は、前記周波数帯域をスイープして前記テスト用オーディオ信号が前記複数
のスピーカーのそれぞれに伝達されるように前記オーディオ伝達部を制御することを特徴
とする請求項６に記載のオーディオ機器。
【請求項９】
　前記周波数帯域は、２００Ｈｚ乃至２０ＫＨｚに予め設定され、
　前記制御部は、前記周波数帯域をスイープして前記テスト用オーディオ信号が前記複数
のスピーカーのそれぞれに伝達されるように前記オーディオ伝達部を制御することを特徴
とする請求項５に記載のオーディオ機器。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記補正用オーディオ信号を用いて前記出力部を介して再生されるオー
ディオ信号の補正が完了すると、前記再生されるオーディオ信号の補正が完了したことを
示す補正完了メッセージを外部ディスプレイ装置に出力することを特徴とする請求項１に
記載のオーディオ機器。
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【請求項１１】
　前記制御部は、前記補正用オーディオ信号に基づいて前記再生されるオーディオ信号の
位相、時間、及び信号レベルのうち少なくとも一つを補正し、補正された再生されるオー
ディオ信号に対応するサウンドを前記出力部を介して出力することを特徴とする請求項１
に記載のオーディオ機器。
【請求項１２】
　出力されるサウンドを信号変換して生成された補正用オーディオ信号を無線で受信する
ステップと、
　前記受信ステップで受信された前記補正用オーディオ信号を用いて再生されるオーディ
オ信号を補正するステップと、
　を含むことを特徴とする信号補正方法。
【請求項１３】
　テスト用オーディオ信号に対応するサウンドを出力するステップを更に含み、
　前記受信ステップは、前記出力ステップで出力されるテスト用オーディオ信号に対応す
るサウンドを信号変換して生成された補正用オーディオ信号を無線で受信することを特徴
とする請求項１２に記載の信号補正方法。
【請求項１４】
　前記テスト用オーディオ信号は、予め設定された時間範囲内で予め設定された周波数帯
域の周波数信号に対応し、
　前記出力ステップは、前記テスト用オーディオ信号に対応するサウンドを出力すること
を特徴とする請求項１３に記載の信号補正方法。
【請求項１５】
　前記出力ステップは、前記時間範囲内で前記テスト用オーディオ信号の重畳なしに連続
して前記テスト用オーディオ信号を出力することを特徴とする請求項１４に記載の信号補
正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オーディオ機器、オーディオシステム及びオーディオ信号補正方法に関し、
より詳細には、無線受信された信号に基づいてオーディオ信号を補正するオーディオ機器
、オーディオシステム及びオーディオ信号伝送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マルチメディア技術が急速に発展することにより、一般の家庭においてもＨＤＴＶやＤ
ＶＤ等、多様なマルチメディアリソースを用いて、大画面のディスプレイ機器から高画質
の映像を視聴することが可能となり、スピーカーから雄壮で豊かな音声ソースを持つオー
ディオを聴取することが可能となった。
　ホームシアターシステムはこのような高画質の映像と雄壮なオーディオを提供するため
のシステムである。ホームシアターシステムは、一般に、５.１チャネルのサウンド方式
が使われる。５.１チャネルのサウンド方式では、既存のステレオや４チャネルのサウン
ド方式の出力と異なって、音をチャネル毎に採集して録音するため再生するときに音場感
があり、低音部分が別途のチャネルで構成されサブウーファーを介して再生されるため臨
場感も優秀である。
【０００３】
　５.１チャネルのサウンド方式は、ＤＴＳ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｔｈｅａｔｅｒ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）及びドルビーシステムがサポートされる本体と、レフトフロントスピーカー、セ
ンタースピーカー、ライトフロントスピーカー、レフトリアスピーカー、ライトリアスピ
ーカー及びサブウーファーからなる５.１チャネルのスピーカーが基本的な構成要素とな
る。
　雄壮で豊かな音声ソースを持つ５.１チャネルのオーディオを聴取するためには、聴取
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者を中心にそれぞれのスピーカーが適切な位置に配列されなければならない。
　しかし、引越し又は模様替えを理由としてスピーカーの位置が変更される場合、聴取者
が聴取しようとする位置に有線マイクを固定させ、各スピーカーから出力されるオーディ
オ信号を有線マイクを介して受信し、聴取者の位置で最適のサウンドが提供されるように
オーディオ信号を補正する。
　これにより、聴取者がオーディオ機器を購買するときに有線マイクも共に購買しなけれ
ばならなく費用負担が発生する。また、オーディオ信号を補正するために聴取者がオーデ
ィオ機器に有線マイクを接続した後、聴取しようとする位置にマイクを固定させ、信号補
正のための操作をしなければならない煩わしさが生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３４９７６２号公報
【特許文献２】特開２００３－１５８８００号公報
【特許文献３】韓国実用新案第３２７０２７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、ブル
ートゥースモジュールを用いて無線受信された信号に基づいてオーディオ信号を補正する
オーディオ機器及び信号補正方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するための本発明にかかるオーディオ機器は、伝達されるオーディオ信
号に対応するサウンドを出力する出力部と、前記出力部で出力されるサウンドを信号変換
して補正用オーディオ信号を生成する外部機器と無線通信が可能となるように接続される
送受信部と、前記送受信部を介して前記外部機器から受信された前記補正用オーディオ信
号を用いて、前記出力部を介して再生されるオーディオ信号を補正する制御部と、を含む
。
　好ましくは、前記制御部は、前記出力部にテスト用オーディオ信号を伝達し、前記出力
部で前記テスト用オーディオ信号に対応するサウンドが出力されるように制御することが
できる。ここで、補正用オーディオ信号は、前記出力部で出力される前記テスト用オーデ
ィオ信号に対応するサウンドを信号変換して前記外部機器が生成した信号であってもよい
。
　また、好ましくは、前記外部機器は、前記テスト用オーディオ信号に対応するサウンド
を受信するマイクを備えた携帯装置であってもよい。ここで、ノートＰＣ、ＭＰ３（ＭＰ
ＥＧ　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ－３）プレイヤー、携帯電話、ＤＭＢ（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）フォン、デジタルカメラ、及びビデ
オカメラのうち少なくとも一つを含むことができる。
【０００７】
　また、好ましくは、テスト用オーディオ信号を伝達するオーディオ伝達部を更に含むこ
とができる。このとき、前記制御部は、予め設定された時間範囲内で予め設定された周波
数帯域の周波数信号に対応するテスト用オーディオ信号が前記出力部に伝達されるように
前記オーディオ伝達部を制御することができる。
　また、好ましくは、前記制御部は、前記テスト用オーディオ信号が前記時間範囲内で前
記テスト用オーディオ信号の重畳なしに連続して前記出力部に伝達されるように前記オー
ディオ伝達部を制御することができる。
　また、好ましくは。前記出力部は、複数のスピーカーを含むことができる。ここで、前
記時間範囲は、聴取者にとって前記テスト用オーディオ信号が前記複数のスピーカーで同
時に出力され聴取される範囲に予め設定されることができる。
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　また、好ましくは、前記制御部は、前記周波数帯域をスイープして前記テスト用オーデ
ィオ信号が前記複数のスピーカーのそれぞれに伝達されるように前記オーディオ伝達部を
制御することができる。
【０００８】
　また、好ましくは、前記周波数帯域は２００乃至２０ＫＨｚに予め設定されることがで
きる。このとき、前記制御部は、前記周波数帯域をスイープして前記テスト用オーディオ
信号が前記複数のスピーカーのそれぞれに伝達されるように前記オーディオ伝達部を制御
することができる。
　また、好ましくは、前記制御部は、前記補正用オーディオ信号を用いて前記出力部を介
して再生されるオーディオ信号の補正が完了すると、前記再生されるオーディオ信号の補
正が完了したことを示す補正完了メッセージを外部ディスプレイ装置に出力することがで
きる。
　また、好ましくは、前記制御部は、前記補正用オーディオ信号に基づいて前記再生され
るオーディオ信号の位相、時間、及び信号レベルのうち少なくとも一つを補正し、補正さ
れた再生されるオーディオ信号に対応するサウンドを前記出力部を介して出力することが
できる。
【０００９】
　一方、本発明にかかる信号補正方法は、出力されるサウンドを信号変換して生成された
補正用オーディオ信号を無線で受信するステップと、前記受信ステップで受信された前記
補正用オーディオ信号を用いて再生されるオーディオ信号を補正するステップと、を含む
。
　好ましくは、テスト用オーディオ信号に対応するサウンドを出力するステップを更に含
むことができる。このとき、前記受信ステップは、前記出力ステップで出力されるテスト
用オーディオ信号に対応するサウンドを信号変換して生成された補正用オーディオ信号を
無線で受信することができる。
　また、好ましくは、前記テスト用オーディオ信号は、予め設定された時間範囲内で予め
設定された周波数帯域の周波数信号に対応することができる。このとき、前記出力ステッ
プは、前記テスト用オーディオ信号に対応するサウンドを出力することができる。
　また、好ましくは、前記出力ステップは、前記時間範囲内で前記テスト用オーディオ信
号の重畳なしに連続して前記テスト用オーディオ信号を出力することができる。
　以上の説明のように、本発明によると、ブルートゥースモジュールを用いて無線受信さ
れた補正用オーディオ信号に基づいて再生されるオーディオ信号を補正することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態にかかるオーディオシステムを示す図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる本体部に対する構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態にかかるオーディオシステムの動作方法を説明するために提
供されるフローチャートである。
【図４】携帯用補正装置である。
【図５】オーディオシステムの外部機器の作動を説明するために提供されるフローチャー
トである。
【図６】オーディオシステムの本体部の作動を説明するために提供されるフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
　図１は、本発明の一実施形態にかかるオーディオシステム１００を示す図である。
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　本実施形態にかかるオーディオシステム１００は、放送局又はサービス提供者から受信
される放送プログラムと内蔵された記録媒体に保存されているマルチメディアとをユーザ
が聴取可能となるようにする。放送局又はサービス提供者は有線または無線通信で放送プ
ログラムを提供する。
　図示のように、オーディオシステム１００は、本体部１１０及びサウンド出力部１３０
を含み、本体部１１０はオーディオシステム１００の全般的な動作を制御する。そして、
サウンド出力部１３０は、レフトフロントスピーカー１３１、ライトフロントスピーカー
１３３、センタースピーカー１３５、レフトリアスピーカー１３７、ライトリアスピーカ
ー１３８及びサブウーファー１３９を含む。
【００１２】
　本体部１１０はサウンド出力部１３０と有線で接続されており、オーディオ信号をサウ
ンド出力部１３０を介して出力する。本体部１１０及びサウンド出力部１３０は、スピー
カーから再生されるサウンドに対応する信号を送受信することができる無線通信要素を備
えることができる。
　具体的には、本体部１１０は、レフトフロントチャネルのオーディオ信号及びライトフ
ロントチャネルのオーディオ信号を有線でレフトフロントスピーカー１３１及びライトフ
ロントスピーカー１３３にそれぞれ伝送する。
　同様に、本体部１１０は、センタースピーカーチャネルのオーディオ信号、レフトリア
スピーカーチャネルのオーディオ信号、ライトリアチャネルのオーディオ信号、及びサブ
ウーファーチャネルのオーディオ信号を、センタースピーカー１３５、レフトリアスピー
カー１３７、ライトリアスピーカー１３８、及びサブウーファー１３８にそれぞれ伝送す
る。
　従って、レフトフロントスピーカー１３１はレフトフロントチャネルのオーディオ信号
、ライトフロントスピーカー１３３はライトフロントチャネルのオーディオ信号、センタ
ースピーカー１３５はセンターチャネルのオーディオ信号、レフトリアスピーカー１３７
はレフトリアチャネルのオーディオ信号、ライトリアスピーカー１３８はライトリアチャ
ネルのオーディオ信号、サブウーファー１３９はサブウーファーチャネルのオーディオ信
号を出力する。
【００１３】
　一方、外部機器２００は、本体部１１０の制御によってサウンド出力部１３０を介して
出力されるサウンドを受信し、受信されたサウンドを信号変換し、信号変換されたテスト
用オーディオ信号に所定の信号処理を行って生成された補正用のオーディオ信号を本体部
１１０に無線伝送する。外部機器２００及びオーディオシステム１００間の相互の動作過
程は図２を参照して後述することにする。
　ここで、外部機器２００はブルートゥースモジュール及びマイクを備えた携帯装置を示
す。外部機器２００の一例としては、ノートＰＣ、ＭＰ３（ＭＰＥＧ　Ａｕｄｉｏ　Ｌａ
ｙｅｒ－３）プレイヤー、携帯電話、ＤＭＢ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　
Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）フォン、デジタルカメラ、及びビデオカメラを挙げることが
できる。ここで、ブルートゥースモジュール及びマイクは着脱可能であり、外部機器２０
０はマイク以外に着脱可能なイヤジャックを備えることができる。本体部は外部装置２０
０のブルートゥースモジュールに該当する通信部を備えることができる。
【００１４】
　図２は、本発明の一実施形態にかかる本体部１１０に対する構成を示すブロック図であ
る。図２においては、説明の便宜のため、サウンド出力部１３０及び外部機器２００を共
に示している。
　本実施形態にかかる本体部１１０は、内蔵されたＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａ
ｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）に保存されたオーディオ信号に対応するサウンドが各スピーカーを
介して出力されるようにし、再生されるオーディオ信号の補正に用いられる補正用オーデ
ィオ信号を外部機器２００とブルートゥース通信することにより受信する。補正用オーデ
ィオ信号は、記録媒体、伝送媒体、放送局、またはサービス提供者から受信し、再生され
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ているオーディオ信号を補正するために使用される。
【００１５】
　本発明の記録媒体はコンピュータで読み取り可能な媒体で実現することができる。コン
ピュータで読み取り可能な媒体には、コンピュータで読み取り可能な記録媒体とコンピュ
ータで読み取り可能な伝送媒体とを含むことができる。コンピュータで読み取り可能な記
録媒体は、コンピュータシステムによって読み取り可能なプログラムとしてデータを保存
することができるデータ保存装置である。コンピュータで読み取り可能な記録媒体の例と
しては、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク
及び光データ保存装置がある。また、コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、コンピ
ュータで読み取り可能なコードを保存し分散方式で実行するために、コンピュータに接続
されたネットワークに分散させることができる。コンピュータで読み取り可能な伝送媒体
は、搬送波及び信号を伝送することができる（たとえば、インターネットを介した有無線
データ通信）。また、本発明を実現するための機能性プログラム、コード、コードセグメ
ントは、本発明が属する技術分野の当業者により容易に変更することができる。たとえば
、コンピュータで読み取り可能な伝送媒体としては無線送受信部を有するモジュールであ
ってもよい。
【００１６】
　このような本体部１１０は、ＤＶＤローダー部１１１、オーディオ処理部１１３、オー
ディオ伝達部１１５、制御部１１７及びブルートゥースモジュールとして無線通信モジュ
ール１１９を備える。
　ＤＶＤローダー部１１１は、ＤＶＤのような記録媒体からＭＰＥＧ－２方式などによっ
て圧縮されたオーディオ信号をリードする。
　ＤＶＤローダー部１１１は、リードされた圧縮オーディオ信号をオーディオ処理部１１
３に伝送する。
【００１７】
　オーディオ処理部１１３は、ＤＶＤローダー部１１１から伝達される圧縮オーディオ信
号とブルートゥースモジュール１１９から伝達される圧縮オーディオ信号とに対する信号
処理を行う。そして、オーディオ処理部１１３は圧縮解除された５.１チャネルのオーデ
ィオ信号を出力することになる。ここで、ＤＶＤローダー部１１１でリードされる圧縮オ
ーディオ信号はオーディオ出力部１３０を介して再生されるオーディオ信号であり、ブル
ートゥースモジュール１１９から伝達される圧縮オーディオ信号は補正用オーディオ信号
である。
　具体的には、オーディオ処理部１１３は、ＤＶＤローダー部１１１から伝達されＭＰＥ
Ｇ－２フォーマットで圧縮された再生されるオーディオ信号をデコーディングする。オー
ディオ処理部１１３は、制御部１１７の制御によってブルートゥースモジュール１１９か
ら伝達され圧縮された補正用オーディオ信号をデコーディングする。このとき、オーディ
オ処理部１１３は、ＳＢＣ（Ｓｍａｒｔ　Ｂｉｔｒａｔｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コーデック
を用いてブルートゥースモジュール１１９から伝達される補正用オーディオ信号をデコー
ディングする。
【００１８】
　オーディオ伝達部１１５は、オーディオ処理部１１３から受信された圧縮解除された再
生されるオーディオ信号及び制御部１１７から受信された補正用オーディオ信号をサウン
ド出力部１３０を介して出力可能なフォーマットのオーディオ信号に変換する。
　具体的には、オーディオ伝達部１１５は、内蔵されたＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ
　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）ＩＣを用いてオーディオ処理部１１３で分離されたオーディオ
信号をＰＷＭ信号に変換し、変換されたＰＷＭ信号をスイッチングしてレフトフロントチ
ャネルのオーディオ信号、センターチャネルのオーディオ信号、ライトフロントチャネル
のオーディオ信号、レフトリアチャネルのオーディオ信号、ライトリアチャネルのオーデ
ィオ信号、及びサブウーファーチャネルのオーディオ信号をそれぞれ抽出する。そして、
オーディオ伝達部１１５はそれぞれ抽出されたオーディオ信号をスピーカー１３１～１３
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９の各々に有線伝達する。本体部１１０は本体部１１０とそれぞれのスピーカーを有線で
接続するための端子（Ｔ１～Ｔ６）を有する。
　具体的には、オーディオ伝達部１１５は、レフトフロントチャネルのオーディオ信号を
レフトフロントスピーカー１３１に伝達し、センターチャネルのオーディオ信号をセンタ
ースピーカー１３５に伝達し、ライトフロントチャネルのオーディオ信号をライトフロン
トスピーカー１３３に伝達し、レフトリアチャネルのオーディオ信号をレフトリアスピー
カー１３７に伝達し、ライトリアチャネルのオーディオ信号をライトリアスピーカー１３
８に伝達し、かつサブウーファーチャネルのオーディオ信号をサブウーファー１３９に伝
達する。
【００１９】
　サウンド出力部１３０はオーディオ伝達部１１５から伝達されたそれぞれのオーディオ
信号をサウンドに変換して出力する。
　具体的には、サウンド出力部１３０は、レフトフロントチャネルのオーディオ信号をサ
ウンドに変換してレフトフロントスピーカー１３１を介して出力し、センターチャネルの
オーディオ信号をサウンドに変換してセンタースピーカー１３５を介して出力し、ライト
フロントチャネルのオーディオ信号をサウンドに変換してライトフロントスピーカー１３
３を介して出力し、レフトリアチャネルのオーディオ信号をサウンドに変換してレフトリ
アスピーカー１３７を介して出力し、ライトリアチャネルのオーディオ信号をサウンドに
変換してライトリアスピーカー１３８を介して出力し、かつサブウーファーチャネルのオ
ーディオ信号をサウンドに変換してサブウーファー１３９を介して出力する。
【００２０】
　制御部１１７は、オーディオ処理部１１３で信号処理されて再生されるオーディオ信号
とテスト用オーディオ信号とがサウンド出力部１３０に伝達されるようにオーディオ伝達
部１１５を制御する。ここで、テスト用オーディオ信号は、サウンド出力部１３０から出
力される再生されるオーディオ信号の補正のために予め設定される。
　そして、制御部１１７は、信号補正命令が受信されると、テスト用オーディオ信号がサ
ウンド出力部１３０に伝達されるようにオーディオ伝達部１１５を制御する。ここで、信
号補正命令は本体部１１０に備えられた操作部（図示せず）または外部機器２００に設け
られた操作部２０３のユーザ操作を通して受信される。たとえば、操作部は、ボタン、ノ
ブ、スイッチ、タッチスクリーンまたは音声起動命令を含むことができる。
　具体的には、制御部１１７は、信号補正命令（Ａｕｔｏ　Ｓｏｕｎｄ　Ｃａｌｉｂｒａ
ｔｉｏｎ　Ｃｏｍｍａｎｄ）が受信されると、予め設定された周波数帯域を周波数スイー
プすることにより、６個のスピーカー１３１～１３９のそれぞれに予め設定された周波数
に対応するテスト用オーディオ信号が伝達されるようにオーディオ伝達部１１５を制御す
る。サウンド出力部１３０は、オーディオ伝達部１１５から伝達された６個チャネルのテ
スト用オーディオ信号をサウンドに変換して出力する。すなわち、６個チャネルのテスト
用オーディオ信号のそれぞれは６個のスピーカー１３１～１３９のそれぞれを介して出力
される。
【００２１】
　ここで、６個のスピーカーのそれぞれに対応するテスト用オーディオ信号の周波数は互
い重畳されず、予め設定された周波数帯域内で予め設定された時間間隔で６個のスピーカ
ー１３１～１３９のそれぞれに伝達されて出力されるように予め設定される。
　ここで、周波数帯域は２００Ｈｚ乃至２０ＫＨｚに予め設定され、６個のスピーカー１
３１～１３９でテスト用オーディオ信号に対応するサウンドが出力される時間間隔は１０
乃至２０ｍｓｅｃに予め設定される。このとき、６個のスピーカー１３１～１３９からテ
スト用オーディオ信号に対応するサウンドが出力される時間間隔は、ユーザが６個のスピ
ーカーから同時にサウンドが出力されると認知する範囲で予め設定される。
【００２２】
　また、制御部１１７は、外部機器２００から接続要請メッセージが受信されると、ブル
ートゥースモジュール１１９を介して外部機器２００との無線通信接続を設定する。すな
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わち、制御部１１７は、外部機器２００から接続要請メッセージが受信されると、接続要
請メッセージに対応する確認メッセージ（ＡＣＫ）を外部機器２００に伝送するようにブ
ルートゥースモジュール１１９を制御することにより外部機器２００とのブルートゥース
通信接続を設定する。
　制御部１１７は、ブルートゥースモジュール１１９を介して受信された圧縮された補正
用オーディオ信号をオーディオ処理部１１３に伝達し、オーディオ処理部１１３から圧縮
解除された補正用オーディオ信号を受信して周波数フィルタリングすることにより６個チ
ャネルの補正用オーディオ信号を分離する。
　補正用オーディオ信号は、それぞれのチャネルのオーディオ信号に対応する多数の補正
用オーディオ信号を含み、それぞれのチャネルに対応するコンポーネントに分離されるこ
とができる。
【００２３】
　制御部１１７は、分離された補正用オーディオ信号とオーディオ伝達部１１５から出力
された６個のテスト用オーディオ信号との間の時間、位相及び周波数レベルを比較し、補
正用オーディオ信号とテスト用オーディオ信号との間の時間、位相及び周波数レベルのギ
ャップを信号補正値として保存部１１８に保存する。このとき、周波数レベルは音量を示
し、保存部１１８には６個チャネルのそれぞれに対応する第１乃至第６の信号補正値が保
存される。
　そして、制御部１１７は、保存部１１８に保存された第１乃至第６の信号補正値を参照
してＤＶＤローダー部１１１がリードされた再生されるオーディオ信号を信号補正し、補
正された再生されるオーディオ信号に対応するサウンドがサウンド出力部１３０を介して
出力されるようにサウンド出力部１３０及びオーディオ伝達部１１５を制御する。たとえ
ば、記録媒体から出力されたオーディオ信号は、信号補正値に従ってオーディオ信号間の
時間、位相及び周波数レベルが変化されたり調節されたりする。また、それぞれのチャネ
ルのオーディオ信号は対応する信号補正値に従って変化されたり調節されたりする。再生
されるオーディオ信号の補正に対する具体的な内容は図３を参照して後述する。
【００２４】
　制御部１１７は、信号補正値を保存して信号補正が完了すると、補正完了メッセージ及
び信号補正値を外部ディスプレイ装置（図示せず）に表示する。このとき、制御部１１７
は補正完了メッセージ及び信号補正値をブルートゥース通信を介して外部機器２００に設
けられたディスプレイ部に表示することができる。
　そして、制御部１１７は、外部機器２００から接続解除メッセージが受信されると、外
部機器２００との通信接続を終了する。ここで、接続解除メッセージはユーザが外部機器
２００に設けられた操作部（図示せず）を操作することにより制御部１１７に伝送される
。
　このとき、制御部１１７は信号補正が完了すると、補正完了メッセージ及び信号補正値
を外部ディスプレイ装置（図示せず）または外部機器２００にディスプレイし、ユーザの
操作なしに予め設定された時間以後に外部機器２００との通信接続を自動で解除すること
ができる。
【００２５】
　外部機器２００はブルートゥースモジュールのような送受信部として統合無線モジュー
ル２０１を含むことができ、外部無線モジュールと接続されることができる。外部機器２
００は、可聴音を受信するマイク２０２と、補正データを含んだデータを表示するディス
プレイ部２０３と、ボタン、キー、スイッチのような操作部２０４と、音声、映像、デー
タ入力及び装置の様々な機能を行う機能ユニット２０８とを更に含む。たとえば、外部機
器２００がノートＰＣである場合、機能ユニット２０８は、ノートＰＣに対するインター
フェース、データ入力、及びディスプレイ機能を制御する。たとえば、補正データはディ
スプレイ部に補正状態、音声レベル、マイク入力レベル、又は信号レベルのような情報や
ユーザに応答を要求するプロンプト（ｐｒｏｍｐｔｓ）を含んで表示されることができる
。
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【００２６】
　外部機器２００は、さらに、無線モジュール２０１を制御するための制御部２０５、マ
イク２０２、ディスプレイ部２０３、操作部２０４、機能ユニット２０８を含むことがで
きる。また、制御部２０５は、信号処理部２０７を含むか、マイク２０２から信号を処理
して無線モジュール２０１を介して信号を出力する信号処理部２０７と接続されることが
できる。たとえば、処理部は無線モジュール２０１に送信するための圧縮された補正用信
号を生成するためのマイクから受信された補正用オーディオ信号を圧縮することができる
。また、外部機器２００は、電源端子、イヤジャック、補助の入出力端子、又は他の端子
を含む外部端子２０６を含むことができる。さらに外部機器２００は、前記外部機器２０
０の構成から受信されたデータを保存することができるメモリ２０９を含むことができる
。
【００２７】
　図３は、本発明の一実施形態にかかるオーディオシステム１００の動作方法を説明する
ために提供されるフローチャートである。
　まず、外部機器２００は外部機器の周辺に位置したブルートゥース機器を探知する（Ｓ
３１０）。
　具体的には、外部機器２００に設けられた操作部のユーザ操作によりブルートゥース機
器探知が選択されると、外部機器２００は予め設定された範囲内に存在するブルートゥー
ス機器を探知して外部機器２００に設けられたディスプレイ部（図示せず）に表示する。
【００２８】
　次いで、外部機器２００はディスプレイ部に表示されるブルートゥース機器のうちユー
ザによって選択されたオーディオシステム１００とのブルートゥース通信接続を設定する
（Ｓ３２０）。
　具体的には、外部機器２００からの通信接続を要請する接続要請メッセージを本体部１
１０に伝送し、本体部１１０から接続要請メッセージに対応する確認メッセージ（ＡＣＫ
）を受信することにより、外部機器２００とオーディオシステム１００間のブルートゥー
ス通信接続が設定される。
【００２９】
　そして、信号補正命令が受信されると、制御部１１７は、予め設定された周波数帯域を
予め設定された時間間隔で周波数スイープすることにより６個のスピーカー１３１～１３
９のそれぞれにテスト用信号を伝達する（Ｓ３３０）。
　ここで、周波数帯域は２００Ｈｚ乃至２０ＫＨｚに予め設定され、６個のスピーカー１
３１～１３９でテスト用オーディオ信号が出力される時間間隔は１０乃至２０ｍｓｅｃに
予め設定される。そして、信号補正命令は本体部１１０に備えられた操作部（図示せず）
または外部機器２００に設けられた操作部（図示せず）のユーザ操作を介して受信される
。
　具体的には、本体部１１０に備えられた操作部（図示せず）または外部機器２００に設
けられた操作部（図示せず）のユーザ操作を介して信号補正命令が受信されると、制御部
１１７は予め設定された周波数帯域の全体をスイープしながら６個のスピーカー１３１～
１３９のそれぞれに予め設定された周波数に対応するテスト用信号が伝達されるようにオ
ーディオ伝達部１１５を制御する（Ｓ３４０）。
【００３０】
　そして、サウンド出力部１３０は、オーディオ伝達部１１５から伝達されたテスト用オ
ーディオ信号に対応するサウンドを出力する（Ｓ３５０）。すなわち、オーディオ伝達部
１１５から伝達された６個チャネルに対するテスト用オーディオ信号に対応するサウンド
が６個のスピーカー１３１～１３９のそれぞれから出力される。
　このとき、制御部１１７は、ユーザがテスト用オーディオ信号に対応するサウンドが６
個のスピーカーのそれぞれから同時に出力されているように認知するようオーディオ伝達
部１１５及びサウンド出力部１３０を制御する。
【００３１】
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　次いで、外部機器２００は複数のスピーカー１３１～１３９から出力されるテスト用オ
ーディオ信号に対応するサウンドを受信する（Ｓ３６０）。
　そして、外部機器２００は受信されたテスト用オーディオ信号に対応するサウンドを信
号変換して補正用オーディオ信号を生成し（Ｓ３７０）、外部機器２００は信号変換され
た補正用オーディオ信号をエンコーディングする。ここで、信号変換は音声を示すサウン
ドを電気的信号に変換することを示す。
　具体的には、外部機器２００に設けられたマイク（図示せず）を介して複数のスピーカ
ー１３１～１３９から出力されるテスト用オーディオ信号に対応するサウンドが受信され
、外部機器２００は受信されたテスト用オーディオ信号に対応するサウンドを信号変換し
て補正用オーディオ信号を生成する。そして、外部機器２００は信号変換された補正用オ
ーディオ信号をＳＢＣ（Ｓｍａｒｔ　Ｂｉｔｒａｔｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コーデックを用
いてエンコーディングする。
【００３２】
　次いで、外部機器２００はＳＢＣエンコーディングを介して圧縮された補正用オーディ
オ信号をブルートゥース通信でオーディオシステム１００に伝送する（Ｓ３７５）。
　そして、オーディオシステム１００は補正用オーディオ信号を外部機器２００から受信
してデコーディングする（Ｓ３８０）。
　具体的には、オーディオ処理部１１３は、ブルートゥースモジュール１１９を介して外
部機器２００から受信された圧縮された補正用オーディオ信号をＳＢＣコーデックを用い
て圧縮解除し、圧縮解除された補正用オーディオ信号を制御部１１７に伝達する。
　このとき、制御部１１７は圧縮解除された補正用オーディオ信号とＳ３４０ステップに
おいて伝達されたテスト用オーディオ信号との間の時間、位相、及び周波数レベルをそれ
ぞれ比較して、遅延時間、位相差、及び周波数レベル差のそれぞれに対する信号補正値を
計算して保存する。
【００３３】
　次いで、オーディオシステム１００は記録媒体や伝送媒体から受信して再生されるオー
ディオ信号を出力する際、保存された信号補正値を参照して再生されるオーディオ信号を
補正する（Ｓ３９０）。
　具体的には、制御部１１７は、ＤＶＤローダー部１１１でリードされ、オーディオ処理
部１１３で圧縮解除された再生されるオーディオ信号を保存部１１８に保存された信号補
正値に基づいて補正し６個のスピーカー１３１～１３９のそれぞれに伝達されるようにオ
ーディオ伝達部１１５を制御する。これにより、補正された再生されるオーディオ信号の
それぞれに対応するサウンドが６個のスピーカー１３１～１３９のそれぞれから出力され
る。
【００３４】
　ここで、信号補正値は６個のスピーカー毎にそれぞれ保存される。すなわち、センター
スピーカー１３５の信号補正値のうち周波数レベルが２０Ｈｚ増幅で保存された場合を例
に挙げると、制御部１１７は、ＤＶＤローダー部１１１でリードされ、オーディオ処理部
１１３で圧縮解除された再生されるオーディオ信号を２０Ｈｚ増幅し、増幅された再生さ
れるオーディオ信号に対応するサウンドがセンタースピーカー１３５に出力されるように
オーディオ伝達部１１５及びサウンド出力部１３０を制御する。
　同様に、制御部１１７は、６個のスピーカー１３１～１３９のそれぞれに対応する時間
に対する信号補正値に基づいて、ＤＶＤローダー部１１１でリードされ、オーディオ処理
部１１３で圧縮解除された再生されるオーディオ信号の時間を補正し、再生されるオーデ
ィオ信号の位相を補正して６個のスピーカー１３１～１３９のそれぞれに伝達されるよう
にオーディオ伝達部１１５を制御する。
【００３５】
　そして、オーディオシステム１００は外部機器２００とのブルートゥース通信を終了す
る（Ｓ３９５）。
　具体的には、制御部１１７は計算された６個のスピーカー１３１～１３９のそれぞれに
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対応する信号補正値を外部ディスプレイ装置（図示せず）に出力する。外部機器２００か
ら接続解除メッセージが受信されると、制御部１１７は接続解除メッセージに対応する確
認メッセージ（ＡＣＫ）を外部機器２００に伝送し、外部機器２００とのブルートゥース
通信を終了する。ここで、接続解除メッセージは外部機器（図示せず）に設けられた操作
部のユーザ操作を介して制御部１１７に受信される。
　このとき、制御部１１７は６個のスピーカー１３１～１３９のそれぞれに対応する信号
補正値を外部ディスプレイ装置（図示せず）または外部機器２００にディスプレイした後
、予め設定された時間が経過すると外部機器２００との通信接続を終了することができる
。すなわち、制御部１１７は、ユーザの操作なしに外部機器２００とのブルートゥース通
信を終了することができる。
【００３６】
　図５は、外部機器２００の補正方法について示している。補正は自動で開始されたり、
外部機器２００または本体部１１０にユーザが開始命令を入力した結果で開始されたりす
ることができる（Ｓ５００）。外部機器２００はブルートゥース作動が可能な無線装置を
サーチすることができる（Ｓ５０２）。ブルートゥース作動が可能な装置をサーチすると
（Ｓ５０４）、外部機器２００は本体部１１０に接続要請を伝送する（Ｓ５０６）。外部
機器２００は確認応答を受信することを待機することができる（Ｓ５０８）。そしてから
、オーディオ出力装置１３０からテストオーディオサウンドを受信することを待機するこ
とができる（Ｓ５１０）。外部機器２００は本体部１１０において補正するための補正用
オーディオ信号を生成することができ（Ｓ５１２）、本体部１１０に補正用オーディオ信
号を伝送することができる（Ｓ５１４）。たとえば、補正用オーディオ信号は圧縮された
オーディオ信号であってもよい。外部機器２００は終了メッセージを伝送することができ
（Ｓ５１６）、本体部から確認応答を受信すると補正過程を終了することができる（Ｓ５
１８、Ｓ５２０）。
【００３７】
　外部機器２００はオーディオシステム１００を適切に補正するために上記のような過程
を反復的に行うことができる。たとえば、本体部１１０が一定期間終了メッセージを受信
できなかったり終了メッセージを拒否したりすれば、図５に示されているように、外部機
器２００は追加的なテストオーディオサウンドを受信することを待機することができる。
また、外部機器２００は、本体部１１０が「補正完了」という信号を受信するまで自動的
にテストオーディオサウンドを待機する過程と補正用オーディオ信号を送る過程を反復的
に行うことができる。
【００３８】
　図６は、本体部１１０における補正方法を示している。処理過程が開始され（Ｓ６００
）、外部機器２００から伝送要請を受信すると（Ｓ６０２）、本体部１１０は確認応答を
伝送することができる（Ｓ６０３）。本体部１１０は記録媒体や伝送媒体からオーディオ
信号を受信し（Ｓ６０４）、オーディオ出力装置にテストオーディオ信号を伝送する（Ｓ
６０６）。本体部１１０は、ブルートゥースモジュール１１９や他の無線モジュールから
補正用オーディオ信号を受信することを待機することができる。本体部１１０は補正用オ
ーディオ信号をデコーディングすることができ（Ｓ６１０）、補正されたオーディオ信号
を出力することができる（Ｓ６１２）。外部機器２００から終了メッセージを受信すると
（Ｓ６１４）、本体部１１０は確認応答を伝送することができ（Ｓ６１６）、外部機器と
の無線通信を終了し（Ｓ６１８）、補正過程を終了することができる（Ｓ６２０）。
【００３９】
　図４は、図２における外部機器２００に対応する外部機器又は装置の一例を示している
。外部機器は、可聴音を受信することができるマイクと、本体部１１０に電気的信号を伝
送することができる無線送受信部４０３とを備えたハンド機器やノートＰＣのような携帯
用装置であってもよい。図４に示すように、送受信部４０３は、外部機器４００に含まれ
てもよく、外部機器４００に接続されてもよい。たとえば、送受信部４０３はブルートゥ
ースモジュールであってもよい。送受信部４０３は、また、本体部１１０から電気的信号
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を受信することができる。マイク４０１から受信した可聴音はデジタル信号処理部４０２
によって補正用オーディオ信号に変換することができる。そしてから、デジタル信号処理
部４０２は送受信部４０３に補正用オーディオ信号を伝送することができる。デジタル信
号処理部４０２は、伝送する前に圧縮を介して補正用オーディオ信号をエンコーディング
することができる。
【００４０】
　外部機器４００は、接続、補正、終了データを表示するためにディスプレイ部４０４を
有する。ディスプレイ部４０４に表示される補正データは、補正状態、音声レベル、マイ
ク入力レベル、又は信号レベルのような情報やユーザに応答を要求するプロンプトを含ん
で表示されることができる。たとえば、ユーザはブルートゥース作動が可能な装置のよう
な無線装置を検索したり本体部１１０に接続したりするために操作部４０５を使用するこ
とができる。本体部１１０はユーザに補正開始の操作を要求するデータを外部機器４００
に送信することができ、本体部１１０は補正過程を示すデータを外部機器に送信すること
ができる。補正が終わったとき、本体部１１０は補正が成功したか否か、補正を手動又は
自動で終了するか否か、エラーが発生したか否かに対するデータを外部機器４００に送信
することができる。外部機器４００は、また、音声、イメージ、映像、データ入力又は装
置の他の機能を制御することができる機能ユニット４０６を含むことができる。たとえば
、外部装置がノートＰＣである場合、機能ユニット４０６は、ノートＰＣに対するインタ
ーフェース、データ入力、及びディスプレイ機能を制御することができる。
【００４１】
　外部機器４００は、更に、送受信部４０３、マイク４０１、デジタル信号処理部４０２
、ディスプレイ部４０４、操作部４０５、機能ユニット４０６を制御することができる制
御部４０７を含むことができる。外部機器４００は、電源端子、イヤジャック、補助の入
出力端子、又は他の端子を含む外部端子４０９を含むことができる。また、外部機器４０
０は、前記外部機器４００の構成から受信されたデータを保存することができるメモリ４
０８を含むことができる。
　本体部１１０は送受信部４０３を介して外部機器４００にデータを伝送することができ
る。たとえば、本体部１１０は、補正の接続、開始、テスト、終了を含むオーディオ補正
過程に対する情報を表示することができるデータを伝送することができる。操作部４０５
は、補正の開始、終了、補正オプションの選択又は本体部１１０の要請に対する応答のた
めに外部機器に位置することができる。
【００４２】
　一方、本発明にかかるオーディオシステムでは、ＭＰＥＧ－２に圧縮されたオーディオ
ファイルをリードしてスピーカーに出力するものと限定して説明したが、必ずこれに限定
されるものではなく、圧縮なしにサンプリングされたＡＩＦＦ、ＷＡＶフォーマットのオ
ーディオファイル、ＭＤＩ（Ｍｕｓｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）オーディオファイル、及びＭＰＥＧ－１に圧縮されたオーディオフ
ァイルをスピーカーに出力することができる。
　なお、以上では、レフトフロントスピーカー１３１乃至サブウーファー１３９は、本体
部１１０と別に設けられるものと示したが、これは説明の便宜のための一実施例に過ぎず
、その内の一部又は全部が本端部１１０の内部に設けられるものとして実現することも可
能であることはいうまでもない。
　なお、以上では、５.１チャネルのオーディオ信号をスピーカーから出力されるように
制御するオーディオシステム１００について説明したが、これは説明の便宜のための一実
施例に過ぎず、６.１チャネルや７.１チャネルのオーディオ信号をスピーカーを介して出
力できることはいうまでもない。
【００４３】
　なお、以上では、オーディオ信号をスピーカーに有線で伝送するオーディオシステムに
ついて説明したが、これは説明の便宜のための一実施例に過ぎず、オーディオ信号をスピ
ーカーのすべてに無線伝送できるだけではなく、スピーカーの一部には無線で残りの一部
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には有線で伝送することができる。
　なお、以上では、オーディオシステムと外部機器との間のオーディオ信号の送受信のた
めのインターフェースを提供する送受信部をブルートゥースモジュールに限定して説明し
たが、これは説明の便宜のための一実施例に過ぎず、送受信部としては無線通信を提供す
るモジュールであってもよいことはいうまでもない。
　なお、以上では、各スピーカーから各スピーカーに対応するオーディオ信号が出力され
るものと想定したが、これは説明の便宜のための実施例にすぎず、６個のスピーカー１３
１～１３９のそれぞれからセンターチャネル、レフトフロントチャネル、ライトフロント
チャネル、レフトリアチャネル及びライトリアチャネルのオーディオ信号のうち少なくと
も一つが同時に出力されるように実現可能である。
【００４４】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００４５】
　１００　オーディオシステム
　１１０　本体部
　１１１　ＤＶＤローダー部
　１１３　オーディオ処理部
　１１５　オーディオ伝達部
　１１７　制御部
　１１８　保存部
　１１９　ブルートゥースモジュール（無線通信モジュール）
　１３０　サウンド出力部
　１３１　レフトフロントスピーカー
　１３３　ライトフロントスピーカー
　１３５　センタースピーカー
　１３７　レフトリアスピーカー
　１３８　ライトリアスピーカー
　１３９　サブウーファー
　２００　外部機器
　２０１　無線モジュール
　２０２　マイク
　２０３　ディスプレイ部
　２０４　操作部
　２０５　制御部
　２０６　外部端子
　２０７　信号処理部
　２０８　機能ユニット
　２０９　メモリ
　４００　外部機器
　４０１　マイク
　４０２　デジタル信号処理部
　４０３　送受信部
　４０４　ディスプレイ部
　４０５　操作部
　４０６　機能ユニット
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　４０７　制御部
　４０８　保存部
　４０９　外部端子

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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