
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外部からの出力切り替え指示に従って、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて
出力するディジタル信号処理装置であって、
音声符号化データを作成する音声符号化データ作成手段と、
音声データを作成する音声データ作成手段と、
上記音声符号化データ作成手段及び音声データ作成手段からそれぞれ入力される音声符号
化データ及び音声データのいずれかを出力し、その出力切り替えを行う信号切り替え手段
と、

上記音声符号化データ作
成手段から出力される音声符号化データの周期状態を検知し、

出力切り替
えが行われるように上記信号切り替え手段を制御する信号切り替え制御手段とを備えたこ
とを特徴とするディジタル信号処理装置。
【請求項２】
請求項１記載のディジタル信号処理装置において、
上記信号切り替え制御手段は、
上記信号切り替え手段の出力切り替えと同時に、出力切り替え後の出力データである音声
符号化データ又は音声データの が開始されるように上記音声符号化データ作成手段又
は音声データ作成手段を制御することを特徴とするディジタル信号処理装置。
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音声符号化データから音声データに出力切り替えを行なう際に、
切替指示信号を受けた時に

、現在再生中のデータが周期の途中である場合には、その周期が終了してから

出力



【請求項３】

ことを特徴とするディジタル信号処理装置。
【請求項４】
外部からの出力切り替え指示に従って、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて
出力するディジタル信号処理装置であって、
第１の音声符号化データを作成する第１の音声符号化データ作成手段と、
第２の音声符号化データを作成する第２の音声符号化データ作成手段と、
上記第１，第２の音声符号化データ作成手段からそれぞれ入力される第１，第２の音声符
号化データのいずれかを出力し、その出力切り替えを行う信号切り替え手段と、
上記信号切り替え手段の出力切り替えを制御する信号切り替え制御手段とを備え、
上記信号切り替え制御手段は、
外部から出力切り替え指示を受けた際には、上記信号切り替え手段の出力である第１又は
第２の音声符号化データの周期状態を検知し、

その周期が終了した時点で出力切り替えが行われる
ように上記信号切り替え手段を制御し、同時に、出力切り替え後の出力データが周期の最
初から作成されるように上記第１又は第２の音声符号化データ作成手段を制御することを
特徴とするディジタル信号処理装置。
【請求項５】

【請求項６】

【請求項７】
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外部からの出力切り替え指示に従って、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて
出力するディジタル信号処理装置であって、
音声符号化データ及び音声データを受け、音声符号化データ及び音声データのいずれかを
出力し、その出力切り替えを行う信号切り替え手段と、
上記信号切り替え手段に入力される音声符号化データの周期状態を検知し、切替指示信号
を受けた時に、現在再生中のデータが周期の途中である場合には、その周期が終了してか
ら出力切り替えが行われるように上記信号切り替え手段を制御する信号切り替え制御手段
とを備えた

切替指示信号を受けた時に、現在再生中の
データが周期の途中である場合には、

外部からの出力切り替え指示に従って、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて
出力するディジタル信号処理装置であって、
複数のディジタルデータをそれぞれ作成する複数の信号作成手段と、
上記複数の信号作成手段から入力される複数のディジタルデータのいずれかを出力し、そ
の出力切り替えを行う信号切り替え手段と、
上記信号切り替え手段の出力切り替えタイミングを制御する信号切り替え制御手段とを備
え、
上記信号切り替え制御手段は、
上記信号切り替え手段から周期的な符号化データが出力されており、外部から出力切り替
え指示を受けた場合には、現在出力中のデータが周期の途中である場合には、その周期が
終了した時点で出力切り替えが行われるように上記信号切り替え手段を制御し、上記切り
替え手段がその出力データを符号化データに切り替える場合、出力切り替えと同時に、符
号化データが周期の最初から作成されるように上記信号作成手段を制御する、
ことを特徴とするディジタル信号処理装置。

外部からの出力切り替え指示に従って、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて
出力するディジタル信号処理方法であって、
切替指示信号を受けた時に音声符号化データの周期状態を検知し、現在再生中のデータが
周期の途中であるか否かを判定する工程と、
現在再生中のデータが周期の途中である場合には、その周期が終了してから上記切替指示
信号を出力する工程と、
上記切替指示信号を受けて、現在出力中の音声符号化データに代えて、音声データが出力
されるように出力信号の切り替えを行なう工程と、
を含むことを特徴とするディジタル信号処理方法。



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のディジタルオーディオデータの出力切り替えを行うディジタル信号処理
装置 に関するものであり、特に、ＤＶＤプレーヤ，ディジ
タル放送のチューナ等の機器において、音声データ及び音声データを圧縮した音声符号化
データの出力切り替えを行うディジタル信号処理装置 に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
近年のマルチメディア技術の進展により、ディジタル化された映像、音声やデータといっ
た複数のメディアを統合的に扱ったＤＶＤプレーヤやディジタルＴＶ放送受信用セットト
ップボックスなどに代表される応用機器が普及し始めている。
【０００３】
このＤＶＤプレーヤやディジタルＴＶ用チューナ等の機器において、その周辺機器へのデ
ィジタルオーディオデータの伝送のために通称ＩＥＣ９５８と呼ばれるディジタルオーデ
ィオインターフェースが使用されており、このディジタルオーディオインターフェイスは
音声データの伝送だけではなく、ＭＰＥＧ，ＤｏｌｂｙＡＣ－３，ＤＴＳ等の規格により
圧縮符号化したストリームデータの機器間伝送にも使用されている。その中で、ＤＶＤプ
レーヤやディジタルＴＶ用チューナ等は、ディジタルオーディオインターフェイスで伝送
するデータの途中切り替え、即ち、音声データとストリームデータの出力切り替えを行う
ことが要望されてきている。
ＤＶＤプレーヤによる音声データとストリームデータの出力切り替えは、例えば、ＤＶＤ
ビデオにおいて、同一音声再生時に視聴者から音声切り替えの指示がある場合に行われる
。
【０００４】
また、ＤＶＤビデオディスクの同一トラックに、例えば、第１音声がＭＰＥＧストリーム
，第２音声が音声データであるリニアＰＣＭというように２種類のディジタルオーディオ
データが格納されている場合に、視聴者から出力を第１音声から第２音声に切り替えるよ
う指示を受けた場合にも、ＤＶＤプレーヤによる出力切り替えが行われる。これは、具体
的には、ＤＶＤビデオを様々な言語で視聴することが可能な場合に、第１音声である日本
語のデータを第２音声であるその他の言語のデータに切り替える指示を受けた場合に該当
する。
また、もうひとつの例として、ディジタル放送の選局のためにディジタルＴＶ用チューナ
がチャンネル切り替えを行う際にも、ディジタルＴＶ用チューナは音声データとストリー
ムデータの出力切り替えを行うことがある。
【０００５】
以下、ＤＶＤプレーヤ、ディジタルＴＶ用チューナにおいて音声データ及びストリームデ
ータの出力切り替えを行うディジタル信号処理装置について図３乃至図５を用いて説明す
る。
図３は従来のディジタル信号処理装置の構成を示すブロック図である。
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外部からの出力切り替え指示に従って、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて
出力するディジタル信号処理方法であって、
切替指示信号を受けた時に音声符号化データの周期状態を検知し、現在再生中のデータが
周期の途中であるか否かを判定する工程と、
現在再生中のデータが周期の途中である場合には、その周期が終了してから上記切替指示
信号を出力する工程と、
上記切替指示信号を受けて、現在出力中の音声符号化データに代えて、別の音声符号化デ
ータが出力されるように出力信号の切り替えを行なう工程と、
を含むことを特徴とするディジタル信号処理方法。

、及びディジタル信号処理方法

、及びディジタル信号処理方法



図において、１０１は例えば、ＭＰＥＧ，ＤｏｌｂｙＡＣ－３，ＤＴＳ等の規格によりス
トリームデータ１０５を作成し、シリアル伝送を行う第１の信号作成部、１０２は音声デ
ータ１０６を作成して、シリアル伝送を行う第２の信号作成部、１０３は第１の信号作成
部１０１及び第２の信号作成部１０２からそれぞれ入力されるストリームデータ１０５及
び音声データ１０６のいずれかを出力し、その出力切り替えを行う信号切り替え部、１０
４は視聴者からの切り替え指示を受けて、切り替え指示信号１０７を出力する信号切り替
え制御部である。
【０００６】
図４はＭＰＥＧ規格等により作成されたストリームデータのフォーマットを示す図である
。
図に示すように、第１の信号作成部１０１により作成されるストリームデータは連続する
複数のフレームにより構成され、各フレームの先頭には、データの種類やデータ長等が記
述された同期プリアンブルが存在し、この同期プリアンブルはデコーダによる各フレーム
の識別等に用いられる。
【０００７】
図５はＤＶＤプレーヤ等によるディスク再生時に、視聴者からの音声切り替え指示を受け
た際の従来のディジタル信号処理装置における各信号の出力のタイムチャートである。図
において、図３と同一符号は同一または相当部分である。
図に示すように、Ｔ３はストリームデータ１０５の周期の境目、即ち、２つのフレームの
境目の時点を示し、「最後尾ａ」はあるフレームの最後尾のデータであり、「先頭ｂ」は
次のフレームの最初のデータである。また、信号無出力期間Ｂにおいては、第２の信号作
成部１０２による音声データ１０６の作成は行われておらず、Ｔ４にて音声データ１０６
の先頭データである「先頭ｃ」の作成が開始される。
【０００８】
以下、従来のディジタル信号処理装置の動作について図３及び図５を用いて説明する。
Ｔ１の時点では、第１の信号作成部１０１はストリームデータ１０５を作成し出力してい
る。信号切り替え部１０３は、第１の信号作成部１０１側に接続され、第１の信号作成部
１０１から入力されるストリームデータ１０５を出力している。また、この時点では、第
２の信号作成部１０２は音声データ１０６の作成を開始していない。
【０００９】
Ｔ２の時点で視聴者からの切り替え指示があると、信号切り替え制御部１０４は切り替え
指示信号１０７を出力する。信号切り替え部１０３は、信号切り替え制御部１０４からの
切り替え指示信号１０７に従い、接続を第１の信号作成部１０１側から第２の信号作成部
１０２側に切り替える。しかし、この時点では第２の信号作成部１０２は音声データ１０
６の作成を開始していないため、信号切り替え部１０３から出力される信号１０８は無効
データである。
次いで、Ｔ４の時点で、第２の信号作成部１０２が音声データ１０６の作成を開始すると
同時に、信号切り替え部１０３から音声データ１０６の「先頭ｃ」が出力される。
【００１０】
このように、信号切り替え部１０３から出力されるストリームデータ１０５の周期の途中
で、視聴者からの切り替え指示があった場合は、すぐに信号切り替え部１０３の出力は第
１の信号作成部１０１側から第２の信号作成部１０２側に切り替わり、その結果、ストリ
ームデータ１０５の「最後尾ａ」等は信号切り替え部１０３から出力されず、切り替わり
のズレの期間Ａが生じる。
また、信号切り替え部１０３の出力が第１の信号作成部１０１側から第２の信号作成部１
０２側に切り替わった時点から、第２の信号作成部１０２が音声データ１０６の作成を開
始するまでの間、信号切り替え部１０３の出力信号１０８は無効データであり、その間タ
イムラグが生じる。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
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以上のように、ＤＶＤプレーヤによるディスク再生時に視聴者からの音声切り替え指示を
受けた場合には、従来のディジタル信号処理装置は、出力をストリームデータの周期の途
中で音声データに切り替えたり、さらに音声データからストリームデータに切り替える際
にストリームデータを周期の途中から出力していた。
そのため、ＤＶＤプレーヤの周辺機器であるデコーダ内蔵ディジタルＡＶアンプ（図示せ
ず）は、例えば、同期プリアンブルの一部が欠けているフレームを受信すると、次のフレ
ームの同期プリアンブルを検出するまでストリームデータを音声データとして再生し続け
、ノイズ発生の原因となっていた。
【００１２】
また、音声データ，ストリームデータの相互出力切り替えの際に、音声データの出力レベ
ルが高い場合はショック音が発生したり、また、出力切り替えの際に切り替え後の出力デ
ータの作成が開始されていない場合には、両データの再生音声に間ができ、一時的に音声
が途切れてしまう等、音声切り替え時に発生する雑音が視聴者にとって耳障りであり不快
感を与えるという問題点があった。
【００１３】
従って、従来はこのような音声出力切り替え時のデコーダの動作不良や、ノイズやショッ
ク音の発生を防止するため、視聴者はＤＶＤビデオの視聴中に出力音声を切り替えたい場
合は、ＤＶＤプレーヤの動作を一旦停止して音声切り替え操作をした後、再びディスク再
生の操作を行う必要があり、利便性に欠けるという問題点があった。
【００１４】
本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、ＤＶＤプレーヤ等によるディ
スク再生時でも音声出力切り替えを行うことが可能なディジタル信号処理装置

を提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
本発明の請求項１に係るディジタル信号処理装置は、外部からの出力切り替え指示に従っ
て、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて出力するディジタル信号処理装置で
あって、音声符号化データを作成する音声符号化データ作成手段と、音声データを作成す
る音声データ作成手段と、上記音声符号化データ作成手段及び音声データ作成手段からそ
れぞれ入力される音声符号化データ及び音声データのいずれかを出力し、その出力切り替
えを行う信号切り替え手段と、

上記音声符号化データ作成手段から出力される音声符号化データの周期状態を検知
し、

出力切り替えが行われるように上記信号切り替え手段を制御する信号
切り替え制御手段とを備えたことを特徴とするものである。
【００１６】
本発明の請求項２に係るディジタル信号処理装置は、請求項１記載のディジタル信号処理
装置において、上記信号切り替え制御手段は、上記信号切り替え手段の出力切り替えと同
時に、出力切り替え後の出力データである音声符号化データ又は音声データの が開始
されるように上記音声符号化データ作成手段又は音声データ作成手段を制御することを特
徴とするものである。
【００１７】
本発明の請求項３によるディジタル信号処理装置は、

ことを特徴と
するものである。
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、及びディ
ジタル信号処理方法

音声符号化データから音声データに出力切り替えを行なう
際に、

切替指示信号を受けた時に、現在再生中のデータが周期の途中である場合には、その
周期が終了してから

出力

外部からの出力切り替え指示に従っ
て、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて出力するディジタル信号処理装置で
あって、音声符号化データ及び音声データを受け、音声符号化データ及び音声データのい
ずれかを出力し、その出力切り替えを行う信号切り替え手段と、上記信号切り替え手段に
入力される音声符号化データの周期状態を検知し、切替指示信号を受けた時に、現在再生
中のデータが周期の途中である場合には、その周期が終了してから出力切り替えが行われ
るように上記信号切り替え手段を制御する信号切り替え制御手段とを備えた



【００１８】
本発明の請求項４に係るディジタル信号処理装置は、外部からの出力切り替え指示に従っ
て、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて出力するディジタル信号処理装置で
あって、第１の音声符号化データを作成する第１の音声符号化データ作成手段と、第２の
音声符号化データを作成する第２の音声符号化データ作成手段と、上記第１，第２の音声
符号化データ作成手段からそれぞれ入力される第１，第２の音声符号化データのいずれか
を出力し、その出力切り替えを行う信号切り替え手段と、上記信号切り替え手段の出力切
り替えを制御する信号切り替え制御手段とを備え、上記信号切り替え制御手段は、外部か
ら出力切り替え指示を受けた際には、上記信号切り替え手段の出力である第１又は第２の
音声符号化データの周期状態を検知し、

その周期が終了した時点で出力切り替えが行われるように
上記信号切り替え手段を制御し、同時に、出力切り替え後の出力データが周期の最初から
作成されるように上記第１又は第２の音声符号化データ作成手段を制御することを特徴と
するものである。

【００１９】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
図１，２を用いて本発明の実施の形態１によるディジタル信号処理装置について説明する
。
図１は本発明の実施の形態１によるディジタル信号処理装置の構成を示すブロック図であ
る。
図において、１は例えば、ＭＰＥＧ，ＤｏｌｂｙＡＣ－３，ＤＴＳ等の規格によりストリ
ームデータ５を作成し、シリアル伝送を行う第１の信号作成部、２は音声データ６を作成
して、シリアル伝送を行う第２の信号作成部、３は第１の信号作成部１及び第２の信号作
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切替指示信号を受けた時に、現在再生中のデータ
が周期の途中である場合には、

本発明の請求項５に係るディジタル信号処理装置は、外部からの出力切り替え指示に従っ
て、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて出力するディジタル信号処理装置で
あって、複数のディジタルデータをそれぞれ作成する複数の信号作成手段と、上記複数の
信号作成手段から入力される複数のディジタルデータのいずれかを出力し、その出力切り
替えを行う信号切り替え手段と、上記信号切り替え手段の出力切り替えタイミングを制御
する信号切り替え制御手段とを備え、上記信号切り替え制御手段は、上記信号切り替え手
段から周期的な符号化データが出力されており、外部から出力切り替え指示を受けた場合
には、現在出力中のデータが周期の途中である場合には、その周期が終了した時点で出力
切り替えが行われるように上記信号切り替え手段を制御し、上記切り替え手段がその出力
データを符号化データに切り替える場合、出力切り替えと同時に、符号化データが周期の
最初から作成されるように上記信号作成手段を制御する、ことを特徴とするものである。
本発明の請求項６に係るディジタル信号処理方法は、外部からの出力切り替え指示に従っ
て、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて出力するディジタル信号処理方法で
あって、切替指示信号を受けた時に音声符号化データの周期状態を検知し、現在再生中の
データが周期の途中であるか否かを判定する工程と、現在再生中のデータが周期の途中で
ある場合には、その周期が終了してから上記切替指示信号を出力する工程と、上記切替指
示信号を受けて、現在出力中の音声符号化データに代えて、音声データが出力されるよう
に出力信号の切り替えを行なう工程と、
を含むことを特徴とするものである。
本発明の請求項７に係るディジタル信号処理方法は、外部からの出力切り替え指示に従っ
て、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて出力するディジタル信号処理方法で
あって、切替指示信号を受けた時に音声符号化データの周期状態を検知し、現在再生中の
データが周期の途中であるか否かを判定する工程と、現在再生中のデータが周期の途中で
ある場合には、その周期が終了してから上記切替指示信号を出力する工程と、上記切替指
示信号を受けて、現在出力中の音声符号化データに代えて、別の音声符号化データが出力
されるように出力信号の切り替えを行なう工程と、を含むことを特徴とするものである。



成部２からそれぞれ入力されるストリームデータ５及び音声データ６のいずれかを出力し
、その出力切り替えを行う信号切り変え部、４は視聴者からの切り替え指示を受けて、切
り替え指示信号７を出力する信号切り替え制御部である。
【００２０】
従来のディジタル信号処理装置と異なり、第１の信号作成部１は、状態明示信号９を信号
切り替え制御部４に出力し、出力するストリームデータ５が周期のどの部分であるかを提
示し続ける。
また、信号切り替え制御部４は、第１の信号作成部１から入力される状態明示信号９を受
けて、信号切り替え部３に切り替え指示信号７を出力するタイミングを制御したり、第１
の信号作成部１及び第２の信号作成部２に信号切り替えのタイミングを通知しその動作を
制御する。
【００２１】
図２はＤＶＤプレーヤ等によるディスク再生時に、視聴者からの音声切り替え指示を受け
た際の本発明の実施の形態１によるディジタル信号処理装置における各信号の出力のタイ
ムチャートである。図において、図１と同一符号は同一または相当部分である。
図２に示すように、Ｔ３はストリームデータ５の周期の境目、即ち、２つのフレームの境
目の時点を示し、「最後尾ａ」はあるフレームの最後尾のデータであり、「先頭ｂ」は次
のフレームの最初のデータである。また、信号無出力期間Ｂにおいては、第２の信号作成
部２による音声データ６の作成は行われておらず、Ｔ３にて音声データ６の先頭データで
ある「先頭ｃ」の作成が開始される。
【００２２】
以下、本発明の実施の形態１によるディジタル信号処理装置の動作について図２を用いて
説明する。
まず、Ｔ１の時点では、第１の信号作成部１はストリームデータ５を作成し出力している
。信号切り替え部３は、第１の信号作成部１側に接続され、第１の信号作成部１から入力
されるストリームデータ５を出力している。また、この時点では、第２の信号作成部２は
音声データ６の作成を開始していない。
【００２３】
次いで、Ｔ２の時点で視聴者からの切り替え指示があると、信号切り替え制御部４は、す
ぐには切り替え指示信号７を出力せず、Ｔ３の時点で、第１の信号作成部１からの状態明
示信号９によりストリームデータ５の周期の終了を検出したと同時に切り替え指示信号７
を出力する。信号切り替え部３は、信号切り替え制御部４からの切り替え指示信号７を受
けて、接続を第１の信号作成部１側から第２の信号作成部２側へ切り替える。これにより
、視聴者からの切り替え指示のタイミングに関わらず、ストリームデータ５は周期の最後
まで信号切り替え部３から出力されるようになる。
【００２４】
また、信号切り替え制御部４は、Ｔ３にて信号切り替え指示信号７を信号切り替え部３に
出力する直前に、第２の信号作成部２に作成開始指示信号１１を出力する。第２の信号作
成部２は、作成開始指示信号１１を受けて音声データ６の作成を開始し、同時に出力する
音声データ６に対して、ミュート処理を行い音声出力レベルを下げ、以降徐々に音声出力
レベルが高くなるよう処理を行う。
【００２５】
さらに、視聴者から音声切り替え指示を受け、音声データ６からストリームデータ５への
出力切り替えを行う際には、同様に第１の信号作成部１からストリームデータ５の周期の
境目が出力されるタイミングに信号切り替え部３の出力切り替えのタイミングを合わせ、
かつ、出力切り替え直前に第２の信号作成部２は音声データに対して徐々に音声出力レベ
ルが低くなるようにソフトミュート処理を行う。これにより、信号切り替え部３の出力切
り替え時に先頭に同期プリアンブルを含むストリームデータ５が出力されるようになる。
【００２６】
このように、本発明の実施の形態１によるディジタル信号処理装置によれば、ＤＶＤプレ
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ーヤによるディスク再生時に視聴者からの出力切り替え指示を受けた際は、ストリームデ
ータ５の周期を検知しながら信号切り替え部３の出力切り替えのタイミングを調整するの
で、周期の保証されたストリームデータ５をディジタルオーディオインターフェイスを介
してデコーダ内蔵ディジタルＡＶアンプ等の周辺機器に供給することができ、従来発生し
ていたデコーダによる動作不良及びノイズをなくすことが可能となる。
【００２７】
しかも、ストリームデータ５及び音声データ６の出力切り替えの際に、音声データ６に対
しミュート処理を行い音声出力レベルを一旦下げるので、音声切り替え時にショック音が
発生するのを防止し、繋ぎ目の滑らかな音声を出力することが可能となる。
しかも、ストリームデータ５及び音声データ６の出力切り替えの際に、出力切り替え後の
出力データが必ず作成されるように第１の信号作成部１及び第２の信号作成部２を制御す
るので、音声切り替え時に音声が一時的に途切れるのを防止し、繋ぎ目の滑らかな音声を
出力することが可能となる。
【００２８】
従って、従来はＤＶＤプレーヤの動作停止時にしか行うことができなかった音声出力切り
替え操作をディスク再生時にも行うことができ、視聴者は映像を視聴しながら音声を日本
語からその他の言語へ切り替える等の音声切り替え操作を容易に行うことができる。
また、例えば、ＤＶＤビデオディスクのトラックに複数のストリームデータが記録されて
いる場合等、複数のストリームデータの出力切り替えを行う際にも、両データの周期状態
を検知し、出力切り替えのタイミング及び信号作成のタイミングを制御することで、両デ
ータの周期を保証しながら出力切り替えを行い、上記同様の効果を得ることが可能となる
。
【００２９】
【発明の効果】
本発明の請求項１に係るディジタル信号処理装置によれば、外部からの出力切り替え指示
に従って、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて出力するディジタル信号処理
装置であって、音声符号化データを作成する音声符号化データ作成手段と、音声データを
作成する音声データ作成手段と、上記音声符号化データ作成手段及び音声データ作成手段
からそれぞれ入力される音声符号化データ及び音声データのいずれかを出力し、その出力
切り替えを行う信号切り替え手段と、

上記音声符号化データ作成手段から出力される音声符号化データの周期状態
を検知し、

出力切り替えが行われるように上記信号切り替え手段を制御す
る信号切り替え制御手段とを備えたものとしたので、本発明のディジタル信号処理装置搭
載のＤＶＤプレーヤによるディスク再生時に、出力切り替え指示を受けた場合でも、周期
の保証された音声符号化データをデコーダに供給することができ、従来発生していたデコ
ーダの動作不良及びノイズの発生を防止することができる効果を有する。従って、従来は
ＤＶＤプレーヤ等の動作停止時にしか行うことができなかった音声出力切り替え操作をデ
ィスク再生時にも行うことができ、視聴者は映像を視聴しながらの音声切り替え操作を容
易に行うことができ、利便性の向上を図ることが可能となる。
【００３０】
本発明の請求項２に係るディジタル信号処理装置によれば、請求項１記載のディジタル信
号処理装置において、上記信号切り替え制御手段は、上記信号切り替え手段の出力切り替
えと同時に、出力切り替え後の出力データである音声符号化データ又は音声データの
が開始されるように上記音声符号化データ作成手段又は音声データ作成手段を制御するも
のとしたので、音声切り替えの際に途切れることなく繋ぎ目の滑らかな音声を出力するこ
とが可能となる。
【００３１】
本発明の請求項３によるディジタル信号処理装置によれば、
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音声符号化データから音声データに出力切り替えを
行なう際に、

切替指示信号を受けた時に、現在再生中のデータが周期の途中である場合には
、その周期が終了してから

出力

外部からの出力切り替え指示
に従って、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて出力するディジタル信号処理



【００３２】
本発明の請求項４に係るディジタル信号処理装置によれば、外部からの出力切り替え指示
に従って、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて出力するディジタル信号処理
装置であって、第１の音声符号化データを作成する第１の音声符号化データ作成手段と、
第２の音声符号化データを作成する第２の音声符号化データ作成手段と、上記第１，第２
の音声符号化データ作成手段からそれぞれ入力される第１，第２の音声符号化データのい
ずれかを出力し、その出力切り替えを行う信号切り替え手段と、上記信号切り替え手段の
出力切り替えを制御する信号切り替え制御手段とを備え、上記信号切り替え制御手段は、
外部から出力切り替え指示を受けた際には、上記信号切り替え手段の出力である第１又は
第２の音声符号化データの周期状態を検知し、

その周期が終了した時点で出力切り替えが行われる
ように上記信号切り替え手段を制御し、同時に、出力切り替え後の出力データが周期の最
初から作成されるように上記第１又は第２の音声符号化データ作成手段を制御するものと
したので、本発明のディジタル信号処理装置搭載のＤＶＤプレーヤによるディスク再生時
に出力切り替え指示を受けた場合でも、周期の保証された第１，第２の音声符号化データ
をデコーダに供給することができ、従来発生していた出力切り替え時のデコーダの動作不
良及びノイズの発生を防止することができる効果を有する。従って、従来はＤＶＤプレー
ヤ等の動作停止時にしか行うことができなかった音声切り替え操作をディスク再生時にも
行うことができ、視聴者は映像を視聴しながら音声切り替え操作を容易に行うことができ
、利便性の向上を図ることが可能となる。
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装置であって、音声符号化データ及び音声データを受け、音声符号化データ及び音声デー
タのいずれかを出力し、その出力切り替えを行う信号切り替え手段と、上記信号切り替え
手段に入力される音声符号化データの周期状態を検知し、切替指示信号を受けた時に、現
在再生中のデータが周期の途中である場合には、その周期が終了してから出力切り替えが
行われるように上記信号切り替え手段を制御する信号切り替え制御手段とを備えたものと
したので、本発明のディジタル信号処理装置搭載のＤＶＤプレーヤによるディスク再生時
に、出力切り替え指示を受けた場合でも、周期の保証された音声符号化データをデコーダ
に供給することができ、従来発生していたデコーダの動作不良及びノイズの発生を防止す
ることができる効果を有する。従って、従来はＤＶＤプレーヤ等の動作停止時にしか行う
ことができなかった音声出力切り替え操作をディスク再生時にも行うことができ、視聴者
は映像を視聴しながらの音声切り替え操作を容易に行うことができ、利便性の向上を図る
ことが可能となる。

切替指示信号を受けた時に、現在再生中の
データが周期の途中である場合には、

本発明の請求項５に係るディジタル信号処理装置によれば、外部からの出力切り替え指示
に従って、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて出力するディジタル信号処理
装置であって、複数のディジタルデータをそれぞれ作成する複数の信号作成手段と、上記
複数の信号作成手段から入力される複数のディジタルデータのいずれかを出力し、その出
力切り替えを行う信号切り替え手段と、上記信号切り替え手段の出力切り替えタイミング
を制御する信号切り替え制御手段とを備え、上記信号切り替え制御手段は、上記信号切り
替え手段から周期的な符号化データが出力されており、外部から出力切り替え指示を受け
た場合には、現在出力中のデータが周期の途中である場合には、その周期が終了した時点
で出力切り替えが行われるように上記信号切り替え手段を制御し、上記切り替え手段がそ
の出力データを符号化データに切り替える場合、出力切り替えと同時に、符号化データが
周期の最初から作成されるように上記信号作成手段を制御するようにしたので、ＤＶＤプ
レーヤによるディスク再生時に、出力切り替え指示を受けた場合でも、周期の保証された
音声符号化データをデコーダに供給することができ、従来発生していたデコーダの動作不
良及びノイズの発生を防止することができる効果を有する。従って、従来はＤＶＤプレー
ヤ等の動作停止時にしか行うことができなかった音声出力切り替え操作をディスク再生時
にも行うことができ、視聴者は映像を視聴しながらの音声切り替え操作を容易に行うこと
ができ、利便性の向上を図ることが可能となる。
本発明の請求項６に係るディジタル信号処理方法によれば、外部からの出力切り替え指示



【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１によるディジタル信号処理装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図２】ＤＶＤプレーヤ等によるディスク再生時に、視聴者からの音声切り替え指示を受
けた際の本発明の実施の形態１によるディジタル信号処理装置における出力信号のタイム
チャートである。
【図３】従来のディジタル信号処理装置の構成を示すブロック図である。
【図４】ＭＰＥＧ規格等によるストリームデータのフォーマットを示すデータ図である。
【図５】ＤＶＤプレーヤ等によるディスク再生時に、視聴者からの音声切り替え指示を受
けた際の従来のディジタル信号処理装置における出力信号のタイムチャートである。
【符号の説明】
１，１０１　第１の信号作成部
２，１０２　第２の信号作成部
３，１０３　信号切り替え部
４，１０４　信号切り替え制御部
５，１０５　ストリームデータ
６，１０６　音声データ
７，１０７　切り替え指示信号
８，１０８　出力信号
９　状態明示信号
１０，１１　作成開始指示信号
Ａ　切り替わりのズレの期間
Ｂ　信号無出力期間
ａ　ストリームデータのあるフレームの最後尾データ
ｂ　ストリームデータのあるフレームの先頭データ
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に従って、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて出力するディジタル信号処理
方法であって、切替指示信号を受けた時に音声符号化データの周期状態を検知し、現在再
生中のデータが周期の途中であるか否かを判定する工程と、現在再生中のデータが周期の
途中である場合には、その周期が終了してから上記切替指示信号を出力する工程と、上記
切替指示信号を受けて、現在出力中の音声符号化データに代えて、音声データが出力され
るように出力信号の切り替えを行なう工程と、を含むものとしたので、ＤＶＤプレーヤに
よるディスク再生時に、出力切り替え指示を受けた場合でも、周期の保証された音声符号
化データをデコーダに供給することができ、従来発生していたデコーダの動作不良及びノ
イズの発生を防止することができる効果を有する。従って、従来はＤＶＤプレーヤ等の動
作停止時にしか行うことができなかった音声出力切り替え操作をディスク再生時にも行う
ことができ、視聴者は映像を視聴しながらの音声切り替え操作を容易に行うことができ、
利便性の向上を図ることが可能となる。
本発明の請求項７に係るディジタル信号処理方法によれば、外部からの出力切り替え指示
に従って、複数のディジタルオーディオデータを切り替えて出力するディジタル信号処理
方法であって、切替指示信号を受けた時に音声符号化データの周期状態を検知し、現在再
生中のデータが周期の途中であるか否かを判定する工程と、現在再生中のデータが周期の
途中である場合には、その周期が終了してから上記切替指示信号を出力する工程と、上記
切替指示信号を受けて、現在出力中の音声符号化データに代えて、別の音声符号化データ
が出力されるように出力信号の切り替えを行なう工程と、を含むものとしたので、ＤＶＤ
プレーヤによるディスク再生時に出力切り替え指示を受けた場合でも、周期の保証された
第１，第２の音声符号化データをデコーダに供給することができ、従来発生していた出力
切り替え時のデコーダの動作不良及びノイズの発生を防止することができる効果を有する
。従って、従来はＤＶＤプレーヤ等の動作停止時にしか行うことができなかった音声切り
替え操作をディスク再生時にも行うことができ、視聴者は映像を視聴しながら音声切り替
え操作を容易に行うことができ、利便性の向上を図ることが可能となる。



ｃ　音声データの先頭データ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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