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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　任意の音声圧縮形式で圧縮された異なる言語による複数の音声情報を含む放送による映
像情報を受信する放送受信部と、
　前記音声圧縮形式ごとに音量の調整を可能とする設定画面を表示させ、前記設定画面上
で設定された音声圧縮形式に対応する音量の設定値を設定情報として記憶部に記憶させる
設定部と、
　受信された前記映像情報を視聴中に、言語を選択可能にする選択メニューを表示させ、
表示された言語から音声出力する言語を選択させる選択部と、
　選択された言語の音声圧縮形式を判別する判別部と、
　前記判別部により判別された音声圧縮形式に対応する前記設定情報を前記記憶部から読
み出し、読み出した前記設定情報に基づいて音量を調整する制御部と、
　を備えた電子機器。
【請求項２】
　前記音声圧縮形式は、ＡＣ３（Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｅ　ｎｕｍｂｅｒ　３）、Ｅ―ＡＣ
３（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＡＣ３）、ＭＰＥＧ１（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐ
ｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）　Ｌ１／２／３、ＭＰＥＧ２　Ｌ１／２／３、ＡＡＣ（Ａｄｖａ
ｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）及びＨＥ－ＡＡＣ（Ｈｉｇｈ―Ｅｆｆｉｃｉｅｎ
ｃｙ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）のいずれかである請求項１に記載
の電子機器。



(2) JP 4528852 B2 2010.8.25

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記設定情報は、前記選択された言語と、前記判別された音声圧縮形式及び前記設定値
を関連付けたものである請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記制御部は、前記音量を調整すると共にバランス及び音質を調整する請求項３に記載
の電子機器。
【請求項５】
　任意の音声圧縮形式で圧縮された異なる言語による複数の音声情報を含む放送による映
像情報を受信する受信ステップと、
　前記音声圧縮形式ごとに音量の調整を可能とする設定画面を表示させる設定画面表示ス
テップと、
　前記設定画面上で設定された音声圧縮形式に対応する音量の設定値を設定情報として記
憶部に記憶させる設定ステップと、
　受信された前記映像情報を視聴中に、言語を選択可能にする選択メニューを表示させ、
表示された言語から音声出力する言語を選択させる選択ステップと、
　選択された言語の音声圧縮形式を判別する判別ステップと、
　判別された音声圧縮形式に対応する前記設定情報を抽出する抽出ステップと、
　抽出された前記設定情報に基づいて音量を調整する調整ステップと、
　を備えた音声調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器及び音声調整方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、入力した音声信号の音量を調整するボリューム制御回路と、ボリュ
ーム制御回路に接続され、ボリューム調整操作がなされることによってボリューム制御回
路を介して音量を調整することができる操作部と、操作部に行われたボリューム調整操作
の操作量を表示する表示器と、ボリューム調整操作の操作履歴と音声出力レベルをボリュ
ーム表示値―出力レベルテーブルとして記憶するフラッシュメモリと、ボリューム制御回
路を制御するマイコンと、を備えた音量調整装置が知られている（例えば、特許文献１参
照）。
【０００３】
　この音量調整装置によると、マイコンは、１００回分の操作履歴をボリューム表示値―
出力レベルテーブルとしてフラッシュメモリに記憶させ、この１００回分の操作履歴の平
均値を算出し、算出された平均値近傍の操作量の表示を、さらに細かく表示器に表示する
ことができるので、ユーザは、所望の音量を細かく設定することができる。
【特許文献１】特開２００４―３７８２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の音量調整装置は、入力する音声信号が複数あり、いくつか選択した音声
信号に音量差があるとき、ユーザは、選択した音声信号が出力される度に、所望の音量と
なるように設定しなくてはならないという問題があった。
【０００５】
　従って本発明の目的は、入力する音声情報の種類に基づいて出力される音声に音量差が
あっても、所望の音量で出力することができる電子機器及び音声調整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】
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（１）本発明は上記の目的を達成するため、任意の音声圧縮形式で圧縮された異なる言語
による複数の音声情報を含む放送による映像情報を受信する放送受信部と、前記音声圧縮
形式ごとに音量の調整を可能とする設定画面を表示させ、前記設定画面上で設定された音
声圧縮形式に対応する音量の設定値を設定情報として記憶部に記憶させる設定部と、受信
された前記映像情報を視聴中に、言語を選択可能にする選択メニューを表示させ、表示さ
れた言語から音声出力する言語を選択させる選択部と、選択された言語の音声圧縮形式を
判別する判別部と、前記判別部により判別された音声圧縮形式に対応する前記設定情報を
前記記憶部から読み出し、読み出した前記設定情報に基づいて音量を調整する制御部と、
を備えた電子機器を提供する。
【０００７】
（２）本発明は上記の目的を達成するため、前記音声圧縮形式は、ＡＣ３（Ａｕｄｉｏ　
Ｃｏｄｅ　ｎｕｍｂｅｒ　３）、Ｅ―ＡＣ３（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＡＣ３）、ＭＰＥＧ１
（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）　Ｌ１／２／３、ＭＰ
ＥＧ２　Ｌ１／２／３、ＡＡＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）及びＨ
Ｅ－ＡＡＣ（Ｈｉｇｈ―Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄ
ｉｎｇ）のいずれかである前記（１）に記載の電子機器を提供する。
【０００８】
（３）本発明は上記の目的を達成するため、前記設定情報は、前記選択された言語と、前
記判別された音声圧縮形式及び前記設定値を関連付けたものである前記（２）に記載の電
子機器を提供する。
【０００９】
（４）本発明は上記の目的を達成するため、前記制御部は、前記音量を調整すると共にバ
ランス及び音質を調整する前記（３）に記載の電子機器を提供する。
【００１２】
（５）本発明は上記の目的を達成するため、任意の音声圧縮形式で圧縮された異なる言語
による複数の音声情報を含む放送による映像情報を受信する受信ステップと、前記音声圧
縮形式ごとに音量の調整を可能とする設定画面を表示させる設定画面表示ステップと、前
記設定画面上で設定された音声圧縮形式に対応する音量の設定値を設定情報として記憶部
に記憶させる設定ステップと、受信された前記映像情報を視聴中に、言語を選択可能にす
る選択メニューを表示させ、表示された言語から音声出力する言語を選択させる選択ステ
ップと、選択された言語の音声圧縮形式を判別する判別ステップと、判別された音声圧縮
形式に対応する前記設定情報を抽出する抽出ステップと、抽出された前記設定情報に基づ
いて音量を調整する調整ステップと、を備えた音声調整方法を提供する。
【発明の効果】
【００１３】
　このような発明によれば、入力する音声情報の種類に基づいて出力される音声に音量差
があっても、所望の音量で出力することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、本発明の電子機器及び音声調整方法の実施の形態を図面を参考にして詳細に説
明する。
【００１５】
[実施の形態]
（映像表示装置の構成）
　図１は、本発明の実施の形態に係る映像表示装置を示す概略図である。本発明における
電子機器を映像表示装置１として用いた一例について説明する。
【００１６】
　この映像表示装置１は、一例として、図示しないアンテナ等を介して外部よりデジタル
放送波等から後述する映像情報を受信して映像を映像表示部１４に表示したり、図示しな
いＨＤＤ（Hard Disk Drive）レコーダーやＤＶＤ（Digital Versatile Disc）プレイヤ
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ー等の外部装置から後述する外部入力部を介して映像情報を受信して映像を映像表示部（
表示部）１４に表示したりすることができるテレビジョン受像器等であって、前面に映像
を表示するＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等から構成される映像表示部（表示部）１
４と、音声を出力するスピーカ部（音声出力部）１６と、複数の操作スイッチを有するリ
モコン１Ａから送信される赤外線を用いた操作信号を受光する受光部２１と、を備えて概
略構成されている。
【００１７】
　また、映像表示装置１は、一例として、背面に図示しないアンテナ端子、外部入力端子
、及び複数のスイッチからなる操作部等を有し、本体内部には映像情報や音声情報を処理
したり各部を制御したりするためのＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Rando
m Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、及びＨＤＤ（記憶部）等からなる電
子部品を備えている。
【００１８】
　図２は、本発明の実施の形態に係る映像表示装置の構成例を示すブロック図である。映
像表示装置１は、デジタル放送局３からテレビジョン放送を受信するデジタル放送受信部
（映像情報入力部）１０を備えており、この出力は信号処理部１１に接続されている。信
号処理部１１は、受信した映像情報を画像情報と音声情報に分離し、その出力はそれぞれ
音声処理部（判別部）１５と画像処理部１２とに接続されている。
【００１９】
　音声処理部１５の出力はスピーカ部１６に接続され、画像処理部１２の出力は画質を調
整をする画質処理部１３を介して映像表示部１４に接続されている。
【００２０】
　また、映像表示装置１は、外部入力部（映像情報入力部）２３に接続された外部装置４
から送信される画像情報を受信する画像Ａ／Ｄ１７、及び音声情報を受信する音声Ａ／Ｄ
１８を有し、画像Ａ／Ｄ１７、及び音声Ａ／Ｄ１８に入力された画像情報、及び音声情報
はアナログ信号からデジタル信号へと変換され、それらの出力はそれぞれ画像処理部１２
、及び音声処理部１５に接続される。なお、外部入力部２３に接続される外部装置４が、
デジタル信号を出力できる装置であるとき、画像Ａ／Ｄ１７及び音声Ａ／Ｄ１８は、入力
したデジタル信号を画像処理部１２及び音声処理部１５にそのまま送信する。
【００２１】
　また、映像表示装置１は、図２において点線で示された制御線を介して各部を制御する
制御部１９を有し、制御部１９には操作スイッチ等から構成される操作部２０と、リモコ
ン１Ａの赤外線の操作信号を受光する受光部２１と、が接続されている。
【００２２】
　制御部１９は、一例として、各部を制御するためのプログラム等を格納するＲＯＭ１９
Ａと、一時的に情報を格納して制御部１９の動作を補助するＲＡＭ１９Ｂと、音声情報５
２の種類を判別する判別部１９Ｃと、を備えて概略構成されている。
【００２３】
　また、制御部１９は、記憶部としてのＨＤＤ２２が接続されている。このＨＤＤ２２は
、後述する設定情報２２０を記憶している。
【００２４】
（映像情報の構成）
　図３は、本発明の実施の形態に係る映像情報に関する概略図であり、図４（ａ）は、本
発明の実施の形態に係る音声情報として提供される言語の概略図であり、（ｂ）は、音声
情報として提供される音声形式の種類の概略図である。
【００２５】
　映像情報５は、一例として、図３に示すように、画像情報５１及び音声情報５２を管理
する管理情報５０と、映像表示部１４に表示させる画像の情報である画像情報５１と、音
声情報５２と、を備えて概略構成されている。
【００２６】
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（音声情報の構成）
　音声情報５２は、一例として、映像情報５に複数含まれており、この複数の音声情報５
２は、例えば、それぞれが異なる言語や異なる音声形式の種類に対応している。
【００２７】
　映像情報５は、一例として、図４（ａ）に示すように、言語として「日本語」、「英語
」、「フランス語」、「イタリア語」及び「スペイン語」等の複数の音声情報５２を備え
る。例えば、ユーザは、「英語」の音声情報５２を選択することによって英語に翻訳され
た音声を聞くことができる。
【００２８】
　また、映像情報５は、一例として、図４（ｂ）に示すように、音声形式の種類として「
ＡＣ３」、「Ｅ―ＡＣ３」、「ＭＰＥＧ１　Ｌ１／２／３」、「ＭＰＥＧ２　Ｌ１／２／
３」、「ＡＡＣ」及び「ＨＥ－ＡＡＣ」等の複数の音声情報５２を備える。例えば、ユー
ザは、「ＡＡＣ」の音声情報５２を選択することによってＡＡＣで圧縮・伸張された音声
を聞くことができる。なお、音声情報５２は、上記した言語や音声形式の種類が組み合わ
されていても良い。つまり、音声情報５２は、一例として、言語が「日本語」で、音声形
式が「ＡＡＣ」であっても良い。
【００２９】
（設定情報の構成）
　図５は、本発明の実施の形態に係る設定情報の概略図である。設定情報２２０は、一例
として、図５に示すように、スピーカ部１６から出力される音量の情報である音量情報２
２１と、音質の情報である音質情報２２２と、設定時に選択された言語の種類を表す言語
情報２２３と、設定時に選択された音声形式の種類を表す音声形式情報２２４と、音声情
報５２が入力された入力源の情報である入力源情報２２５と、を備えて概略構成されてい
る。
【００３０】
　例えば、ユーザによってある言語が選択されたとき、制御部１９は、選択された言語に
対応する設定情報２２０をＨＤＤ２２から読み出し、設定情報２２０に従って音声の出力
を制御するように構成されている。
【００３１】
　入力源情報２２５は、例えば、映像情報５がデジタル放送受信部１０から入力したのか
、外部入力部２３から入力したかを示す情報である。例えば、外部入力部２３は、その接
続形態として、「ＤＴＶ（デジタルチューナ）」、「ＡＴＶ（アナログチューナ）」、「
ＩＮＰＵＴ」、「ＨＤＭＩ」等のように多様な入力形態で入力され、それぞれで主に音量
差がある場合があるので、その入力形態に応じて後述する設定情報２２０を設定すること
で出力レベルを調整し、音量差を解消することができる。
【００３２】
　図６は、本発明の実施の形態に係る映像表示装置の表示内容を示す概略図である。図６
は、現在選択されている言語と音声の種類を言語ウインド１４Ａに表示した様子を表して
いる。図６に示す言語ウインド１４Ａに表示されている内容は、例えば、言語が「フラン
ス語」で音声の種類が「ＡＡＣ」のステレオであることを示している。この言語ウインド
１４Ａは、リモコン１Ａの所定のボタンを押下げすることによって表示されても良いし、
映像表示装置１の電源を投入した後の所定の期間、表示するようにしても良い。
【００３３】
（設定項目について）
　図７（ａ）は、本発明の実施の形態に係る設定項目が表示された映像表示部の概略図で
あり、（ｂ）は、選択された音量設定項目が表示された映像表示部の概略図である。図７
（ａ）は、音声を調整する項目を選択した場合を表している。
【００３４】
　設定項目１４０は、一例として、図７（ａ）に示すように、映像表示部１４に表示させ
る映像の縦横比等を設定する項目へ画面を切り替えることができるアイコン等が表示され
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るアイコン群１４１と、選択することによって音声の左右のバランスを調整する項目に移
動することができるバランス１４２と、選択することで音声の高域を調整する項目に移動
することができる高音１４３と、選択することで音声の低域を調整する項目に移動するこ
とができる低音１４４と、選択することで音声の音量を調整する項目に移動することがで
きる音量１４５と、リモコン１Ａのボタンに対応する複数のアイコンが表示されるアイコ
ン群１４６と、を備えて概略構成されている。バランス１４２、高音１４３、低音１４４
、及び音量１４５は、出力される音声の出力レベルを調整する調整情報の一例である。
【００３５】
　また、設定項目１４５ａは、図７（ａ）に示す音量１４５が選択された後に映像表示部
１４に表示される画像を表しており、設定可能な項目として、一例として、音声の種類１
４５ｂと、音量調整１４５ｃと、リモコン１Ａのボタンに対応する複数のアイコンが表示
されるアイコン群１４５ｄと、を備えて概略構成されている。
【００３６】
　音声の種類１４５ｂは、一例として図４（ａ）及び（ｂ）に示す音声情報５２の種類が
表示される。図７（ｂ）に示す設定項目１４５ａに表示される音声の種類１４５ｂは、一
例であって、言語の種類と音声形式の種類とが組み合わされた表示となっていても良い。
【００３７】
（動作）
　以下に、本実施の形態における映像表示装置に関する動作を各図を参照して詳細に説明
する。まず、音声設定方法について図８に示すフローチャートに従って説明する。
【００３８】
（音声設定方法について）
　ユーザは、映像表示装置１の電源を入れ、所望の番組を視聴するため、リモコン１Ａを
操作する。
【００３９】
　映像表示装置１の制御部１９は、リモコン１Ａから出射された赤外線による操作信号を
受光部２１を介して受信し、受信した操作信号に基づいて受信するチャンネルを決定する
。
【００４０】
　デジタル放送受信部１０は、デジタル放送局３からテレビジョン放送として供給される
番組の映像情報５を図示しないアンテナを介して受信すると（Ｓ１；入力ステップ）、信
号処理部１１に映像情報５を出力し、信号処理部１１は、映像情報５に対して符号化処理
等を行って画像情報５１と音声情報５２に分離し、画像情報５１を画像処理部１２に送信
する。このとき、デジタル放送受信部１０は、一例として、予め工場出荷時に映像表示装
置１に設定されていた言語に対応する音声情報５２を音声処理部１５に送信するものとす
る。
【００４１】
　画像情報５１は、画像処理部１２から画質処理部１３に送信され、映像表示部１４に画
像として表示され、音声情報５２は、音声処理部１５を介してスピーカ部１６から出力さ
れる（Ｓ２；出力ステップ）。
【００４２】
　ユーザは、スピーカ部１６から出力される音声の音量が、所望の音量よりも大きい、又
は小さいとき、音声を調整するためリモコン１Ａを操作し、図７（ａ）に示す音声に関す
る設定項目１４０を映像表示部１４に表示させ、リモコン１Ａを介して音量（調整情報）
１４５を選択する。
【００４３】
　制御部１９は、リモコン１Ａの操作信号を受光部２１を介して受信すると、図７（ｂ）
に示す音声に関する設定項目１４５ａを映像表示部１４に表示させる（Ｓ３；設定項目表
示ステップ）。
【００４４】
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　ユーザは、リモコン１Ａを介して図７（ｂ）に示す設定項目１４５ａの音量調整１４５
ｃを所望の音量となるように調整した後、この調整した音量を設定するためリモコン１Ａ
の「ＭＥＮＵ」ボタンを押下げて設定を終了する（Ｓ４；設定ステップ）。
【００４５】
　制御部１９は、音量情報２２１を音量調整１４５ｃで設定した値に、言語情報２２３が
「フランス語」に、音声形式情報２２４が「ＡＡＣ」に、入力源情報２２５がデジタル放
送受信部１０になるように設定情報２２０を設定し、ＨＤＤ２２に記憶させ（Ｓ５；記憶
ステップ）、設定を終了する。
【００４６】
（音声調整方法について）
　続いて音声調整方法について図９のフローチャートに従って説明する。
【００４７】
　ユーザは、番組視聴中に、現在の音声が所望する音声でないとき、リモコン１Ａによっ
て所望する言語、例えば、「フランス語」の音声を選択する（Ｓ１０；選択ステップ）。
【００４８】
　制御部１９は、リモコン１Ａ及び受光部２１を介して「フランス語」を選択する操作信
号を受信すると、デジタル放送受信部１０を制御して信号処理部１１に「フランス語」に
対応する音声情報５２を送信させる。このとき、一例として、音声の種類は「ＡＡＣ」で
あるものとする。
【００４９】
　また、制御部１９の判別部１９Ｃは、言語情報２２３が「フランス語」、音声形式情報
２２４が「ＡＡＣ」、及び入力源情報２２５がデジタル放送受信部１０であると判別し、
制御部１９は、判別した結果に基いて該当する設定情報２２０をＨＤＤ２２から抽出する
（Ｓ１１；抽出ステップ）。
【００５０】
　制御部１９は、「フランス語」に対応する設定情報２２０があるとき、この設定情報２
２０に基づいて音声処理部１５を制御し、例えば、音声の音量を調整してスピーカ部１６
から音声を出力する（Ｓ１２；調整ステップ）。
【００５１】
（効果）
（１）上記した映像表示装置１は、番組に含まれる複数の言語ごとに音声の音量が異なる
場合であっても、異なる言語ごとの音量を設定情報２２０として記憶させることができる
ので、次に同じ設定の映像を視聴するとき、ユーザは、音量を調節しなくても良く、利便
性が高い。
【００５２】
（２）上記した映像表示装置１は、映像情報５が入力される入力源が異なり、その入力源
ごとに音量が異なる場合であっても、異なる入力源ごとの音量を設定情報２２０として記
憶させることができるので、次に同じ入力源から入力された映像を視聴するとき、ユーザ
は、音量を調整しなくても良く、利便性が高い。
【００５３】
（３）上記した映像表示装置１は、音声情報５２の音声形式の種類が異なり、その音声形
式の種類ごとに音量が異なる場合であっても、異なる音声形式の種類ごとの音量を設定情
報２２０として記憶させることができるので、次に同じ音声形式で映像を視聴するとき、
ユーザは、音量を調整しなくても良く、利便性が高い。
【００５４】
（４）上記した映像表示装置１は、設定情報２２０として音量や音質、左右のバランス等
を設定し、上記の条件と組み合わせて音声を調整することができるので、ユーザは、細か
い設定をする必要がなく、利便性が高い。
【００５５】
（他の変形例について）
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　映像表示装置１は、チャンネルごとの音声を調整する設定情報２２０を作成するように
構成されても良い。
【００５６】
　また、本実施の形態においては、本発明の電子機器として映像表示装置を例にとって説
明したが、パーソナルコンピュータであっても良い。例えば、パーソナルコンピュータが
ネットワークから映像情報を受信するとき、上記したように言語等によって音声を調整す
ることができるようにパーソナルコンピュータを構成しても良く、また、テレビジョン放
送を受信する機能を有する電子機器や、外部装置からの映像情報を入力源とすることがで
きる電子機器に適用することができる。
【００５７】
　さらに、本発明の電子機器は、例えば、記憶媒体を介して映像情報を取り込む記憶媒体
装置を内蔵するものであっても良い。
【００５８】
　なお、本発明は、上記した実施の形態に限定されず、本発明の技術思想を逸脱あるいは
変更しない範囲内で種々の変形、及び組み合わせが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る映像表示装置を示す概略図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態に係る映像表示装置の構成例を示すブロック図であ
る。
【図３】図３は、本発明の実施の形態に係る映像情報に関する概略図である。
【図４】図４（ａ）は、本発明の実施の形態に係る音声情報として提供される言語の概略
図であり、（ｂ）は、音声情報として提供される音声形式の種類の概略図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態に係る設定情報の概略図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態に係る映像表示装置の表示内容を示す概略図である
。
【図７】図７（ａ）は、本発明の実施の形態に係る設定項目が表示された映像表示部の概
略図であり、（ｂ）は、選択された音量設定項目が表示された映像表示部の概略図である
。
【図８】図８は、本発明の実施の形態に係る音声設定方法に関するフローチャートである
。
【図９】図９は、本発明の実施の形態に係る音声調整方法に関するフローチャートである
。
【符号の説明】
【００６０】
１…映像表示装置、１Ａ…リモコン、３…デジタル放送局、４…外部装置、５…映像情報
、１０…デジタル放送受信部、１１…信号処理部、１２…画像処理部、１３…画質処理部
、１４…映像表示部、１４Ａ…言語ウインド、１５…音声処理部、１６…スピーカ部、１
７…画像Ａ／Ｄ、１８…音声Ａ／Ｄ、１９…制御部、１９Ａ…ＲＯＭ、１９Ｂ…ＲＡＭ、
１９Ｃ…判別部、２０…操作部、２１…受光部、２２…ＨＤＤ、２３…外部入力部、５０
…管理情報、５１…画像情報、５２…音声情報、１４０…設定項目、１４１…アイコン群
、１４２…バランス、１４３…高音、１４４…低音、１４５…音量、１４５ａ…設定項目
、１４５ｂ…音声の種類、１４５ｃ…音量調整、１４５ｄ…アイコン群、１４６…アイコ
ン群、２２０…設定情報、２２１…音量情報、２２２…音質情報、２２３…言語情報、２
２４…音声形式情報、２２５…入力源情報
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