
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｎチャンネルの音声入力信号に信号処理を施す信号処理手段と、この信号処理手段で処理
された音声信号を電力増幅する電力増幅手段と、この電力増幅手段により駆動されるヘッ
ドホンと、このヘッドホンの装着者の回転運動角度を検出する回転角検出手段とを備え、
該回転角検出手段で得られた回転運動角度に応じて上記信号処理手段における信号処理内
容を更新してそれぞれの音像を上記ヘッドホン装着者の頭外の一定方向に定位させるヘッ
ドホン装置であって、
上記信号処理手段は、
上記Ｎチャンネルの音声入力信号を定位させる位置に置かれたＮ個の音源から両耳に至る
頭部伝達関数を時間領域に変換したインパルスレスポンスを畳み込む２Ｎ個のディジタル
フィルタ手段と、
上記ＮチャンネルのうちのＭ（Ｍ≦Ｎ）チャンネルに対応する２Ｍ個のディジタルフィル
タ手段のＬ，Ｒ極性の同じ出力同士を加算する第１の一対の加算手段と、
上記ＮチャンネルのうちのＮ－Ｍチャンネルに対応する２（Ｎ－Ｍ）個のディジタルフィ
ルタ手段のＬ，Ｒ極性の同じ出力同士を加算する第２の一対の加算手段と、
上記第１の一対の加算手段のＬ側及びＲ側の出力に接続される第１の一対の時間差付加手
段と、
上記第２の一対の加算手段のＬ側及びＲ側の出力に接続される第２の一対の時間差付加手
段と、

10

20

JP 3577798 B2 2004.10.13



上記第１の一対の時間差付加手段と上記第２の一対の時間差付加手段のそれぞれのＬ側及
びＲ側二系統の出力を同じ極性同士で加算する第３の一対の加算手段とを備え、
上記回転角検出手段で検出した回転運動角度に応じて上記第１の一対の時間差付加手段と
上記第２の一対の時間差付加手段とで付加する時間差の増減方向を逆にすることを特徴と
するヘッドホン装置。
【請求項２】
上記信号処理手段は、
上記第１の一対の時間差付加手段の入力側又は出力側に第１の一対のレベル差付加手段と
、
上記第２の一対の時間差付加手段の入力側又は出力側に第２の一対のレベル差付加手段と
を備え、
上記回転角検出手段で検出した回転運動角度に応じて上記第１の一対のレベル差付加手段
と上記第２の一対のレベル差付加手段とで付加するレベル差の増減方向を逆にすることを
特徴とする請求項１記載のヘッドホン装置。
【請求項３】
上記信号処理手段は、上記第１の一対の時間差付加手段の入力側又は出力側に第１の一対
の周波数特性制御手段と、
上記第２の一対の時間差付加手段の入力側又は出力側に第２の一対の周波数特性制御手段
とを備え、
上記回転角検出手段で検出した回転運動角度に応じて上記第１の一対の周波数特性制御手
段と上記第２の一対の周波数特性制御手段とで制御する周波数特性の変化方向を逆にする
ことを特徴とする請求項１記載のヘッドホン装置。
【請求項４】
上記音声入力信号には多チャンネルの信号を２チャンネル化した信号を用い、該信号処理
手段の前段に２チャンネル音声信号を多チャンネル音声信号に変換する復調手段を備える
ことを特徴とする請求項１記載のヘッドホン装置。
【請求項５】
上記回転角検出手段は、角速度センサである圧電振動ジャイロと、該圧電振動ジャイロか
らの角速度信号を積分して回転角度信号に変換する積分器とを備えることを特徴とする請
求項１記載のヘッドホン装置。
【請求項６】
上記回転角検出手段には地磁気方位センサを用いることを特徴とする請求項１記載のヘッ
ドホン装置。
【請求項７】
上記回転角検出手段は、前方或いは周囲に置かれた発光手段と上記ヘッドホンに設けられ
た少なくとも２個の光強度センサの出力比により回転角を算出するようにしたことを特徴
とする請求項１記載のヘッドホン装置。
【請求項８】
上記回転角検出手段は、ヘッドホン上の離れた２カ所に取り付けられたマイクロホンと前
方或いは周囲に置かれた超音波発振器とからなり、上記発振器からは断続的なバースト信
号を発生して、それをマイクロホンで読み取りそれぞれの受信信号の時間差から回転角度
を算出するようにしたことを特徴とする請求項１記載のヘッドホン装置。
【請求項９】
上記回転角検出手段及び上記信号処理手段は、ヘッドホン上に同時に装着できるようにし
たことを特徴とする請求項１記載のヘッドホン装置。
【請求項１０】
上記音声入力信号は、ワイヤレスで上記ヘッドホンに供給できるようにしたことを特徴と
する請求項１記載のヘッドホン装置。
【請求項１１】
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Ｎチャンネルの音声入力信号に信号処理を施す信号処理手段と、この信号処理手段で処理



上記信号処理手段は、
上記Ｎチャンネルの音声入力信号を定位させる位置に置かれたＮ個の音源から両耳に至る
頭部伝達関数を時間領域に変換したインパルスレスポンスを畳み込む２Ｎ個のディジタル
フィルタ手段と、
上記ＮチャンネルのうちのＭ（Ｍ≦Ｎ）チャンネルに対応する２Ｍ個のディジタルフィル
タ手段のＬ，Ｒ極性の同じ出力同士を加算する第１の一対の加算手段と、
上記ＮチャンネルのうちのＮ－Ｍチャンネルに対応する２（Ｎ－Ｍ）個のディジタルフィ
ルタ手段のＬ，Ｒ極性の同じ出力同士を加算する第２の一対の加算手段と、
上記第１の一対の加算手段のＬ側及びＲ側の出力に接続される第１の一対の位相差付加手
段と、
上記第２の一対の加算手段のＬ側及びＲ側の出力に接続される第２の一対の位相差付加手
段と、
上記第１の一対の位相差付加手段と上記第２の一対の位相差付加手段のそれぞれのＬ側及
びＲ側二系統の出力を同じ極性同士で加算する第３の一対の加算手段とを備え、
上記回転角検出手段で検出した回転運動角度に応じて上記第１の一対の位相差付加手段と
上記第２の一対の位相差付加手段とで付加する位相差の増減方向を逆にすることを特徴と
するヘッドホン装置。
【請求項１２】
上記信号処理手段は、
上記第１の一対の位相差付加手段の入力側又は出力側に第１の一対のレベル差付加手段と
、
上記第２の一対の位相差付加手段の入力側又は出力側に第２の一対のレベル差付加手段と
を備え、
上記回転角検出手段で検出した回転運動角度に応じて上記第１の一対のレベル差付加手段
と上記第２の一対のレベル差付加手段とで付加するレベル差の増減方向を逆にすることを
特徴とする請求項１１記載のヘッドホン装置。
【請求項１３】
上記信号処理手段は、
上記第１の一対の位相差付加手段の入力側又は出力側に第１の一対の周波数特性制御手段
と、
上記第２の一対の位相差付加手段の入力側又は出力側に第２の一対の周波数特性制御手段
とを備え、
上記回転角検出手段で検出した回転運動角度に応じて上記第１の一対の周波数特性制御手
段と上記第２の一対の周波数特性制御手段とで制御する周波数特性の変化方向を逆にする
ことを特徴とする請求項１１記載のヘッドホン装置。
【請求項１４】
Ｎチャンネルの音声入力信号に信号処理を施す信号処理手段と、この信号処理手段で処理
された音声信号を電力増幅する電力増幅手段と、この電力増幅手段により駆動されるヘッ
ドホンと、このヘッドホンの装着者の回転運動角度を検出する回転角検出手段とを備え、
該回転角検出手段で得られた回転運動角度に応じて上記信号処理手段における信号処理内
容を更新してそれぞれの音像を上記ヘッドホン装着者の頭外の一定方向に定位させるヘッ
ドホン装置であって、
上記信号処理手段は、
上記Ｎチャンネルの音声入力信号を定位させる位置に置かれたＮ個の音源から両耳に至る
頭部伝達関数を時間領域に変換したインパルスレスポンスを畳み込む２Ｎ個のディジタル
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された音声信号を電力増幅する電力増幅手段と、この電力増幅手段により駆動されるヘッ
ドホンと、このヘッドホンの装着者の回転運動角度を検出する回転角検出手段とを備え、
該回転角検出手段で得られた回転運動角度に応じて上記信号処理手段における信号処理内
容を更新してそれぞれの音像を上記ヘッドホン装着者の頭外の一定方向に定位させるヘッ
ドホン装置であって、



フィルタ手段と、
上記ヘッドホンの装着者が正面方向を向いている状態を基準状態としてこの時に定位させ
るべき方向によって該Ｎチャンネルの音声信号を複数のブロックに分類し、この分類され
た各ブロック毎に、そのブロックに含まれる各チャンネルのそれぞれのディジタルフィル
タの出力のＬ，Ｒ極性の同じもの同士を加算する一対の加算手段と、
上記一対の加算手段のＬ側及びＲ側の出力に接続される一対の時間差付加手段と、
上記一対の時間差付加手段のＬ側及びＲ側の出力を同じ極性同士で加算する加算手段とを
備え、
上記回転角検出手段で検出した回転運動角度に応じて上記一対の時間差付加手段で付加す
る時間差の量を上記各ブロック毎に独立に変化させることを特徴とするヘッドホン装置。
【請求項１５】
上記信号処理手段は、
上記一対の時間差付加手段の入力側又は出力側に一対のレベル差付加手段を備え、
上記回転角検出手段で検出した回転運動角度に応じて上記一対のレベル差付加手段で付加
するレベル差を独立に変化させることを特徴とする請求項１４記載のヘッドホン装置。
【請求項１６】
上記信号処理手段は、
上記一対の時間差付加手段の入力側又は出力側に一対の周波数特性制御手段を備え、
上記回転角検出手段で検出した回転運動角度に応じて上記一対の周波数特性制御手段で制
御する周波数特性を独立に変化させることを特徴とする請求項１４記載のヘッドホン装置
。
【請求項１７】

上記信号処理手段は、
上記Ｎチャンネルの音声入力信号を定位させる位置に置かれたＮ個の音源から両耳に至る
頭部伝達関数を時間領域に変換したインパルスレスポンスを畳み込む２Ｎ個のディジタル
フィルタ手段と、
上記ヘッドホンの装着者が正面方向を向いている場合を基準状態としてこの時に定位させ
るべき方向によって該Ｎチャンネルの音声信号を複数のブロックに分類するブロック分類
手段と、
このブロック分類手段で分類された各ブロック毎に、そのブロックに含まれる各チャンネ
ルのディジタルフィルタの出力のＬ，Ｒ極性の同じもの同士を加算する一対の加算手段と
、
上記一対の加算手段のＬ側及びＲ側の出力に接続される一対の位相差付加手段と、
上記一対の位相差付加手段のＬ側及びＲ側の出力を同じ極性同士で加算する加算手段とを
備え、
上記回転角検出手段で検出した回転運動角度に応じて上記一対の位相差付加手段で付加す
る位相差の量を上記各ブロック毎に独立に変化させることを特徴とするヘッドホン装置。
【請求項１８】
上記信号処理手段は、
上記一対の位相差付加手段の入力側又は出力側に一対のレベル差付加手段を備え、
上記回転角検出手段で検出した回転運動角度に応じて上記一対のレベル差付加手段で付加
するレベル差を独立に変化させることを特徴とする請求項１７記載のヘッドホン装置。
【請求項１９】
上記信号処理手段は、
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Ｎチャンネルの音声入力信号に信号処理を施す信号処理手段と、この信号処理手段で処理
された音声信号を電力増幅する電力増幅手段と、この電力増幅手段により駆動されるヘッ
ドホンと、このヘッドホンの装着者の回転運動角度を検出する回転角検出手段とを備え、
該回転角検出手段で得られた回転運動角度に応じて上記信号処理手段における信号処理内
容を更新してそれぞれの音像を上記ヘッドホン装着者の頭外の一定方向に定位させるヘッ
ドホン装置であって、



上記一対の位相差付加手段の入力側又は出力側に一対の周波数特性制御手段を備え、
上記回転角検出手段で検出した回転運動角度に応じて上記一対の周波数特性制御手段で制
御する周波数特性を独立に変化させることを特徴とする請求項１７記載のヘッドホン装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、頭部回転角度検出機能を備えたヘッドホン装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に、映画等の映像に伴う音声信号は、映像の両側に置かれたスピーカによって再生
されることを想定して記録されており、これにより、映像中の音源と実際に聞こえてくる
音像位置が一致して自然な映像と音声の定位位置関係が確立される。
【０００３】
しかし、従来のヘッドホン装置を使用してこのような音声を鑑賞しようとした場合、音像
は頭の中に定位し、映像方向と音像定位位置が一致せず、極めて不自然な音像定位となる
。もちろん楽音等の音声だけを鑑賞する場合も同様でスピーカ再生と異なり音が頭の中か
ら聞こえてくることは極めて不自然な現象といえる。
【０００４】
この現象を改善する為ヘッドホン装置で聴取しても、スピーカで再生した場合と同等に音
場を得る為に、あらかじめ前方に置かれたスピーカから聴取者の両耳までのインパルスレ
スポンスを測定あるいは計算し、これをＦＩＲフィルタ等のディジタルフィルタにより音
声信号に畳込んだ後、ヘッドホン装置により聴取するという方法がある。この方法によれ
ば音像定位は頭外に定位するようになるが依然として前方の音像は頭内あるいは頭の側に
定位して依然として不自然さは残る。更に映像を伴う場合は音像が頭の動きに同期して移
動するので映像方向と音像方向のズレを生じ極めて不自然な音像定位となる。
【０００５】
このため更にヘッドホン装着者の頭の動きを検出しそれに応じて上記ディジタルフィルタ
の係数を随時更新し常に音像方向を聴取環境に対し固定する方法がある。ディジタル信号
処理装置にはＦＩＲフィルタ等のディジタルフィルタが構成される。この方法によれば音
像は頭の中に定位することもなく前方に置かれたスピーカが再生した音像と極めて類似し
た音像が得られる。しかし、この場合、頭部の微小な回転運動の毎に係数を更新しなけれ
ばならず莫大な数の積和演算器やメモリーを必要とするという問題があった。
【０００６】
また、逐次係数を更新する煩雑さを避けるための他の方法もある。これはディジタルフィ
ルタの係数を一定方向の頭部伝達関数のデータに固定し、頭部の動きに対する補正を全て
の入力信号に対し時間差 装置とレベル差付加装置で行うというものである。この方法
によれば逐次係数を補正する必要がなくなり回路規模を格段に減少させることが出来るが
、時間差付加装置及びレベル差付加装置で実現できる音像定位方向が前方１８０°の範囲
内に限定され後方に音像を定位させることができなかった。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記したように回転角センサを用いて頭部の回転角度を算出しこの角度により
ヘッドホン装置を用いても多チャンネルの音声信号を前方あるいはかつ後方に固定する音
像にして再生しようとした場合、更新するインパルスレスポンスの演算量が莫大になり大
型かつ高価なシステムになってしまうという問題があった。さらにこれを簡略化されたシ
ステムで実現しようとした場合には音像定位方向が前方１８０゜の範囲内に限定され後方
に音像定位を同時に実現する事はできなかった。
【０００８】
本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、インパルスレスポンスの演算量を抑え

10

20

30

40

50

(5) JP 3577798 B2 2004.10.13

付加



ながらも、前方及び後方に音像定位を同時に実現できるヘッドホン装置の提供を目的とす
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明に係るヘッドホン装置は、上記課題を解決するために、信号処理手段として、Ｎチ
ャンネルの音声入力信号を定位させる位置に置かれたＮ個の音源から両耳に至る頭部伝達
関数を時間領域に変換したインパルスレスポンスを畳み込む２Ｎ個のディジタルフィルタ
手段と、上記ＮチャンネルのうちのＭ（Ｍ≦Ｎ）チャンネルに対応する２Ｍ個のディジタ
ルフィルタ手段のＬ，Ｒ極性の同じ出力同士を加算する第１の一対の加算手段と、上記Ｎ
チャンネルのうちのＮ－Ｍチャンネルに対応する２（Ｎ－Ｍ）個のディジタルフィルタ手
段のＬ，Ｒ極性の同じ出力同士を加算する第２の一対の加算手段と、上記第１の一対の加
算手段のＬ側及びＲ側の出力に接続される第１の一対の時間差付加手段又は第１の一対の
位相差付加手段と、上記第２の一対の加算手段のＬ側及びＲ側の出力に接続される第２の
一対の時間差付加手段又は第２の一対の位相差付加手段と、上記第１の一対の時間差付加
手段又は上記第１の一対の位相差付加手段と上記第２の一対の時間差付加手段又は上記第
２の一対の位相差付加手段のそれぞれのＬ側及びＲ側二系統の出力を同じ極性同士で加算
する第３の一対の加算手段とを備え、上記回転運動角度計算手段で検出した回転運動角度
に応じて上記第１の一対の時間差付加手段又は第１の一対の位相差付加手段と上記第２の
一対の時間差付加手段又は第２の一対の位相差付加手段とで付加する時間差又は位相差の
増減方向を逆にして、上記信号処理手段における信号処理内容を更新して音像をヘッドホ
ン装着者の頭外の一定方向に定位させる。
【００１０】
ここで、上記信号処理手段は、上記第１の一対の時間差付加手段又は第１の一対の位相差
付加手段の入力側又は出力側に第１の一対のレベル差付加手段と、上記第２の一対の時間
差付加手段又は第２の一対の時間差付加手段の入力側又は出力側に第２の一対のレベル差
付加手段とを備え、上記回転運動角度計算手段で検出した回転運動角度に応じて上記第１
の一対のレベル差付加手段と上記第２の一対のレベル差付加手段とで付加するレベル差の
増減方向を逆にする。
【００１１】
また、上記信号処理手段は、上記第１の一対の時間差付加手段又は上記第１の一対の位相
差付加手段の入力側又は出力側に第１の一対の周波数特性制御手段と、上記第２の一対の
時間差付加手段又は第２の一対の位相差付加手段の入力側又は出力側に第２の一対の周波
数特性制御手段とを備え、上記回転運動角度計算手段で検出した回転運動角度に応じて上
記第１の一対の周波数特性制御手段と上記第２の一対の周波数特性制御手段とで制御する
周波数特性の変化方向を逆にする。
【００１２】
具体的には、入力音声チャンネルを聴取者の前方１８０゜側に定位するチャンネルと後方
１８０゜側に定位するチャンネルとに分けそれぞれに対して固定したインパルスレスポン
スデータを畳み込んだ後、頭の回転方向に応じて前方と後方とで逆方向にその特性が変化
するような時間差付加手段とレベル差付加手段とを前方用と後方用にそれぞれ設ける。
【００１３】
また、本発明に係るヘッドホン装置は、上記課題を解決するために、信号処理手段として
、Ｎチャンネルの音声入力信号を定位させる位置に置かれたＮ個の音源から両耳に至る頭
部伝達関数を時間領域に変換したインパルスレスポンスを畳み込む２Ｎ個のディジタルフ
ィルタ手段と、ヘッドホンの装着者が正面方向を向いている状態を基準状態としてこの時
に定位させるべき方向によって該Ｎチャンネルの音声信号を複数のブロックに分類し、こ
の分類された各ブロック毎に、そのブロックに含まれる各チャンネルのそれぞれのディジ
タルフィルタの出力のＬ，Ｒ極性の同じもの同士を加算する一対の加算手段と、上記一対
の加算手段のＬ側及びＲ側の出力に接続される一対の時間差付加手段又は一対の位相差付
加手段と、上記一対の時間差付加手段又は一対の位相差付加手段のＬ側及びＲ側の出力を
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同じ極性同士で加算する加算手段とを備え、上記回転運動角度計算手段で検出した回転運
動角度に応じて上記一対の時間差付加手段又は一対の位相差付加手段で付加する時間差又
は位相差の量を上記各ブロック毎に独立に変化させて、上記信号処理手段における信号処
理内容を更新して音像をヘッドホン装着者の頭外の一定方向に定位させる。
【００１４】
ここで、上記信号処理手段は、上記一対の時間差付加手段又は一対の位相差付加手段の入
力側又は出力側に一対のレベル差付加手段を備え、上記回転運動角度計算手段で検出した
回転運動角度に応じて上記一対のレベル差付加手段で付加するレベル差を独立に変化させ
る。
【００１５】
また、上記信号処理手段は、上記一対の時間差付加手段又は一対の位相差付加手段の入力
側又は出力側に一対の周波数特性制御手段を備え、上記回転運動角度計算手段で検出した
回転運動角度に応じて上記一対の周波数特性制御手段で制御する周波数特性を独立に変化
させる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るヘッドホン装置のいくつかの実施の形態について図面を参照しながら
説明する。先ず、第１の実施の形態は、図１に示すように、例えば４チャンネルの音声入
力信号を定位させる位置に置かれた４個の音源２１ ・・・２４ からの該音声入力信号を４
個のＡ／Ｄ変換器３１ ・・・３４ を介してディジタル信号として受け取り、該４チャンネ
ルの音声入力ディジタル信号にディジタル信号処理を施すディジタル信号処理回路４と、
このディジタル信号処理回路４でディジタル処理が施された音声ディジタル信号をステレ
オ信号としてＬ，Ｒの２系統に分けた後、Ｄ／Ａ変換器５Ｌ 、５Ｒ を介してアナログ信号
として受け取り、電力増幅する電力増幅器６Ｌ 、６Ｒ と、この電力増幅器６Ｌ 、６Ｒ によ
り駆動される発音体７Ｌ 、７Ｒ を備えたヘッドホン７と、このヘッドホン７のヘッドバン
ド７ａに取り付けられてこのヘッドホン７を装着している装着者の頭部の回転角速度を検
出する回転角速度センサ８と、この回転角速度センサ８の検出出力を帯域制限フィルタ９
で帯域制限しＡ／Ｄ変換器１０でディジタル信号に変換してから、取り込み、ヘッドホン
７の装着者の正面方向 からの回転運動角度を計算する回転運動角度計算機能
を持つマイクロプロセッサ１１とを備え、上記マイクロプロセッサ１１で得られた回転運
動角度に応じて上記ディジタル信号処理回路４における信号処理内容を更新して音像を上
記ヘッドホン７装着者の頭外の一定方向に定位させるようにしたヘッドホン装置１である
。
【００１８】
ヘッドホン７が回転運動を持つとヘッドバンド７ａに取り付けられた回転角速度センサ８
は、その角速度に比例した電圧を出力する。この出力信号は、帯域制限フィルタ９でフィ
ルタリングされた後、Ａ／Ｄ変換器１０で符号化され、マイクロプロセッサ１１に入力さ
れる。マイクロプロセッサ１１に入力されたＡ／Ｄ変換器１０の出力信号は、一定時間間
隔でサンプリングされた後積分され、角度データに変換される。この角度データから実際
に音像を定位させるための回転角度が算出されて対応する信号処理データをディジタル信
号処理回路４に転送する。
【００１９】
一方、４個の音源２１ ・・・２４ から入力された４チャンネルの音声信号は、４個のＡ／
Ｄ変換器３１ ・・・３４ で符号化されてディジタル信号処理回路４に入力される。ディジ
タル信号処理回路４では、マイクロプロセッサ１１で算出された角度データに対応して必
要となる音声信号を頭外に定位させるためのディジタル信号処理を施し、その結果をステ
レオのＬ、Ｒの２系統に対応させた２個のＤ／Ａ変換器５Ｌ 、５Ｒ に出力する。２個のＤ
／Ａ変換器５Ｌ 、５Ｒ により再びアナログ信号に戻された音声信号は、電力増幅器６Ｌ 、
６Ｒ を介して、ヘッドホン７の発音体７Ｌ 、７Ｒ に供給され、これを聴取する聴取者に最
適の頭外定位信号を与える。
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【００２０】
ここで、ディジタル信号処理回路４は、図２に示すように、入力端子１５１ 、１５２ 、１
５３ 及び１５４ を介して受け取った４チャンネルの上記音声入力ディジタル信号の上記４
個の音源２１ ・・・２４ からヘッドホン装着者の両耳に至る頭部伝達関数を時間領域に変
換したインパルスレスポンスを畳み込む８個のディジタルフィルタ１６Ｌ 、１６Ｒ 、１７

Ｌ 、１７Ｒ 、１８Ｌ 、１８Ｒ 、１９Ｌ 及び１９Ｒ と、この４チャンネルのうち入力端子１
５１ 及び１５２ から供給される２チャンネルに対応する４個のディジタルフィルタ１６Ｌ

、１６Ｒ 、１７Ｌ 及び１７Ｒ のＬ、Ｒ極性の同じ出力同士を加算する第１の一対の加算器
２０Ｌ 及び２０Ｒ と、上記４チャンネルのうちの入力端子１５３ 及び１５４ から供給され
る残りの２チャンネルに対応する４個のディジタルフィルタ１８Ｌ 、１８Ｒ 、１９Ｌ 及び
１９Ｒ のＬ、Ｒ極性の同じ出力同士を加算する第２の一対の加算器２１Ｌ 及び２１Ｒ と、
上記第１の一対の加算器２０Ｌ 及び２０Ｒ に接続される第１の一対の時間差付加回路２２

Ｌ 及び２２Ｒ と、上記第２の一対の加算器２１Ｌ 及び２１Ｒ に接続される第２の一対の時
間差付加回路２３Ｌ 及び２３Ｒ と、上記第１の一対の時間差付加回路２２Ｌ 及び２２Ｒ に
接続される第１の一対のレベル差付加回路２４Ｌ 及び２４Ｒ と、上記第２の一対の時間差
付加回路２３Ｌ 及び２３Ｒ に接続される第２のレベル差付加回路２５Ｌ 及び２５Ｒ と、上
記第１の一対のレベル差付加回路２４Ｌ 及び２４Ｒ と上記第２の一対のレベル差付加回路
２５Ｌ 及び２５Ｒ のそれぞれのＬ側及びＲ側二系統の出力を同じ極性同士で加算する第３
の一対の加算器２６Ｌ 及び２６Ｒ とを備え、上記マイクロプロセッサ１１で検出した回転
運動角度に応じて上記第１の一対の時間差付加回路２２Ｌ 及び２２Ｒ と上記第２の一対の
時間差付加回路２３Ｌ 及び２３Ｒ とで付加する時間差及び上記第１の一対のレベル差付加
回路２４Ｌ 及び２４Ｒ と上記第２の一対のレベル差付加回路２５Ｌ 及び２５Ｒ とで付加す
るレベル差の増減方向を逆にする。
【００２１】
このディジタル信号処理回路４では、図３に示すような状態を想定して、ヘッドホン装置
７の発音体７Ｌ 、７Ｒ に駆動信号を供給している。すなわち、入力信号は、正面範囲１８
０゜に定位させるべきものとして音源２１ 、音源２２ から２チャンネルを考え、また、後
方１８０゜の範囲内に定位させるべきものとして音源２３ 、音源２４ から２チャンネルを
考え、計４チャンネルとした。
【００２２】
先ず、入力端子１５１ 及び１５２ より入力された音声入力ディジタル信号は、それぞれ初
期状態において前方のある方向に定位するのに相当する音源２１ 、音源２２ から両耳への
頭部伝達関数に相当するインパルスレスポンスがディジタルフィルタ１６Ｌ 、１６Ｒ 、１
７Ｌ 及び１７Ｒ によって畳み込まれ、Ｌ側出力が加算器２０Ｌ で加算されて時間差付加回
路２２Ｌ 及びレベル差付加回路２４Ｌ を介して加算器２６Ｌ に出力され、Ｒ側出力が加算
器２０Ｒ で加算されて時間差付加回路２２Ｒ 及びレベル差付加回路２４Ｒ を介して加算器
２６Ｒ に出力される。
【００２３】
ここで、音源２１ 、音源２２ から聴取者Ｍの両耳ｌ，ｒへの頭部伝達関数は、図３に示す
ようなＨＬ ｌ 、ＨＬ ｒ 、ＨＲ ｌ 、ＨＲ ｒ が考慮される。そして、左耳ｌにはＳＬ ＨＬ ｌ ＋
ＳＲ ＨＲ ｌ が、右耳ｒにはＳＲ ＨＲ ｒ ＋ＳＬ ＨＬ ｒ が供給されるように、インパルスレス
ポンスがディジタルフィルタ１６Ｌ 、１６Ｒ 、１７Ｌ 及び１７Ｒ によって畳み込まれた音
声がヘッドホン７によって装着者に与えられる。
【００２４】
なお、聴取者Ｍが頭部を例えば左側に動かすと、左耳ｌは音源２１ 及び２２ から遠ざかる
ことになり、右耳ｒは音源２１ 及び２２ に近づくことになる。このため、左耳ｌと右耳ｒ
に達する音声入力信号には時間差及びレベル差が生ずることになる。この時間差及びレベ
ル差を生じさせるのが上記第１の一対の時間差付加回路２２Ｌ 及び２２Ｒ と、上記第１の
一対のレベル差付加回路２４Ｌ 及び２４Ｒ である。
【００２５】
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Ｌ側用の時間差付加回路２２Ｌ で付加される遅延時間は、図４の遅延時間特性の一点鎖線
の特性カーブＴｂ で示され、Ｒ側用の時間差付加回路２２Ｒ で付加される遅延時間は、図
４の遅延時間特性の破線の特性カーブＴａ で示される。特性カーブＴａ 及びＴｂ は聴取者
Ｍの頭部の回転方向に対して全く逆の増減方向を持つ曲線となっている。これにより聴取
者Ｍが前方１８０゜の範囲内に置かれた音源からの音を頭を左右に回転させながら聞いた
場合と同様の音源から両耳までの時間変化がヘッドホン７を用いた場合でも入力端子１５

１ 及び１５２ から入力された信号に付加されることになる。
【００２６】
また、Ｌ側用のレベル差付加回路２４Ｌ で付加されるレベル差は、図５の相対レベル特性
の破線の特性カーブＬａ で示され、Ｒ側用のレベル差付加回路２４Ｒ で付加されるレベル
差は、図５の相対レベル特性の一点鎖線の特性カーブＬｂ で示される。この図５は、頭の
回転位置が０゜の状態からの相対レベルを示している。特性カーブＬａ 及びＬｂ は聴取者
Ｍの頭部の回転方向に対して全く逆の増減方向を持つ曲線となっている。すなわち、レベ
ル差付加回路２４Ｌ では特性カーブＬａ のレベル変化、レベル差付加回路２４Ｒ では特性
カーブＬｂ のレベル変化が付加されるので前方の音源を実際に聞くのと同様の音量変化が
ヘッドホン装着者においても入力端子１５１ 及び１５２ からの入力信号に付加される。
【００２７】
同様に、入力端子１５３ 及び１５４ より入力された音声入力ディジタル信号は、それぞれ
初期状態において後方のある方向に定位するのに相当する音源２３ 、音源２４ から両耳へ
の頭部伝達関数に相当するインパルスレスポンスがディジタルフィルタ１８Ｌ 、１８Ｒ 、
１９Ｌ 及び１９Ｒ によって畳み込まれ、Ｌ側出力が加算器２１Ｌ で加算されて時間差付加
回路２３Ｌ 及びレベル差付加回路２５Ｒ を介して加算器２６Ｌ に出力され、Ｒ側出力が加
算器２１Ｒ で加算されて時間差付加回路２３Ｒ 及びレベル差付加回路２５Ｒ を介して加算
器２６Ｒ に出力される。
【００２８】
ここで、音源２３ 、音源２４ から聴取者Ｍの両耳ｌ，ｒへの頭部伝達関数は、図３に示す
ようなｈＬ ｌ 、ｈＬ ｒ 、ｈＲ ｌ 、ｈＲ ｒ が考慮され、左耳ｌにはｓＬ ｈＬ ｌ ＋ｓＲ ｈＲ ｌ

が、右耳ｒにはｓＲ ｈＲ ｒ ＋ｓＬ ｈＬ ｒ が供給されるように、インパルスレスポンスがデ
ィジタルフィルタ１８Ｌ 、１８Ｒ 、１９Ｌ 及び１９Ｒ によって畳み込まれた音声がヘッド
ホン７によって与えられる。
【００２９】
なお、聴取者Ｍが頭部を例えば左側に動かすと、右耳ｒは音源２３ 及び２４ から遠ざかる
ことになり、左耳ｌは音源２３ 及び２４ に近づくことになる。このため、左耳ｌと右耳ｒ
に達する音声入力信号には時間差及びレベル差が生ずることになる。この時間差及びレベ
ル差を生じさせるのが上記第２の一対の時間差付加回路２３Ｌ 及び２３Ｒ と、上記第２の
一対のレベル差付加回路２５Ｌ 及び２５Ｒ である。
【００３０】
Ｌ側用の時間差付加回路２３Ｌ で付加される遅延時間は、図４の遅延時間特性の破線の特
性カーブＴａ で示され、Ｒ側用の時間差付加回路２３Ｒ で付加される遅延時間は、図４の
遅延時間特性の一点鎖線の特性カーブＴｂ で示される。特性カーブＴａ 及びＴｂ は上述し
たように聴取者Ｍの頭部の回転方向に対して全く逆の増減方向を持つ曲線となっている。
これにより聴取者Ｍが後方１８０゜の範囲内に置かれた音源からの音を頭を左右に回転さ
せながら聞いた場合と同様の音源から両耳までの時間変化がヘッドホン７装着時において
も入力端子１５３ 及び１５４ から入力された信号に付加されることになる。
【００３１】
また、Ｌ側用のレベル差付加回路２５Ｌ で付加されるレベル差は、図５の相対レベル特性
の一点鎖線の特性カーブＬｂ で示され、Ｒ側用のレベル差付加回路２５Ｒ で付加されるレ
ベル差は、図５の相対レベル特性の破線の特性カーブＬａ で示される。特性カーブＬａ 及
びＬｂ は上述したように聴取者Ｍの頭部の回転方向に対して全く逆の増減方向を持つ曲線
となっている。すなわち、レベル差付加回路２５Ｌ では特性カーブＬｂ のレベル変化、レ
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ベル差付加回路２５Ｒ では特性カーブＬａ のレベル変化が付加されるので後方の音源を実
際に聞くのと同様の音量変化がヘッドホン装着者においても入力端子１５３ 及び１５４ か
らの入力信号に付加される。
【００３２】
以上より、本発明の実施の形態となるヘッドホン装置１によれば、前方及び後方に質の高
い音像を同時に定位させることが可能となる。
なお、このヘッドホン装置１のディジタル信号処理回路４は、図６、図８及び図１０のよ
うな構成としてもよい。
【００３３】
図６に示すディジタル信号処理回路４は、図２に示した第１の一対のレベル差付加回路２
４Ｌ 及び２４Ｒ の代わりに第１の一対の周波数特性制御回路２８Ｌ 及び２８Ｒ を第１の一
対の時間差付加回路２２Ｌ 及び２２Ｒ の出力側に、第２の一対のレベル差付加回路２５Ｌ

及び２５Ｒ の代わりに第２の一対の周波数特性制御回路２９Ｌ 及び２９Ｒ を第２の一対の
時間差付加回路２３Ｌ 及び２３Ｒ の出力側に接続してなる。
【００３４】
ここで、第１の一対の周波数特性制御回路２８Ｌ 及び２８Ｒ と、第２の一対の周波数特性
制御回路２９Ｌ 及び２９Ｒ は、図７に示すような周波数特性をヘッドホン７装着者の頭部
の回転角度に応じて上記入力信号に与えて、周波数特性を制御するものである。頭部を正
面前方に固定したまま（０゜と図示する。）であれば実線で示すように周波数ｆが高くな
ってもレスポンスは一定であるが、例えば右側に９０゜回転した場合と左側に９０゜回転
した場合では、周波数ｆが高くなるに従いレポンス差が生じる。頭部を右側に９０゜回転
した場合（＋９０゜と図示する。）、一点鎖線で示すように、周波数ｆが高くなるほどレ
スポンスは上昇する。これに対して、頭部を左側に９０゜回転した場合（－９０゜と図示
する。）、破線で示すように、周波数ｆが高くなるほどレスポンスは減少する。両者は頭
部を正面方向に固定した際の実線で示すレスポンス特性を軸にして上下対称となっている
。さらにこの周波数特性は、音源が前方１８０゜の範囲内に置かれた場合と、後方１８０
゜の範囲内に置かれた場合とで逆になる。
【００３５】
したがって、図６に示したディジタル信号処理回路４を用いたヘッドホン装置１によれば
、前方２チャンネルと後方２チャンネルの計４個の音源からの入力信号に、第１の一対の
時間差付加回路２２Ｌ 及び２２Ｒ 、第２の一対の時間差付加回路２３Ｌ 及び２３Ｒ で頭部
回転角度に応じて付加する時間差の増減方向を逆にして与え、第１の一対の周波数特性制
御回路２８Ｌ 及び２８Ｒ 、第２の一対の周波数特性制御回路２９Ｌ 及び２９Ｒ で頭部回転
角度に応じて制御する周波数特性の変化方向を逆にするので、前方音声信号に対しても、
後方音声信号に対しても実際の音源 を動かしながら聞くのと同等の両耳間の時間差、
及び周波数特性を実現できるので、あらゆる方向に良好な頭外音像定位を実現できる。
【００３６】
次に、図８に示すディジタル信号処理回路４は、図２に示した第１の一対の時間差付加回
路２２Ｌ 及び２２Ｒ の代わりに第１の一対の位相差付加回路３０Ｌ 及び３０Ｒ を第１の一
対のレベル差付加回路２４Ｌ 及び２４Ｒ の入力側に、第２の一対の時間差付加回路２３Ｌ

及び２３Ｒ の代わりに第２の一対の位相差付加回路３１Ｌ 及び３１Ｒ を第２の一対のレベ
ル差付加回路２５Ｌ 及び２５Ｒ の入力側に接続してなる。
ここで、第１の一対の位相差付加回路３０Ｌ 及び３０Ｒ と、第２の一対の位相差付加回路
３１Ｌ 及び３１Ｒ は、図９に示すような位相変化特性に応じた位相差をヘッドホン７装着
者の頭部の回転角度に応じて上記入力信号に与える。頭部を正面前方に固定したままで（
０゜と図示する。）であれば実線で示すような位相差θとなるが、例えば頭部が右側に９
０゜回転した場合と左側に９０゜回転した場合では、位相差が左右にシフトする。頭部を
右側に９０゜回転した場合（＋９０゜と図示する。）、一点鎖線で示すように位相は進む
。これに対して、頭部を左側に９０゜回転した場合（－９０゜と図示する。）、破線で示
すように位相は遅れる。両者は頭部を正面方向に固定した際の実線で示すレスポンス特性
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を軸にして左右対称となっている。さらにこの特性は、音源が前方１８０゜の範囲内に置
かれた場合と、後方１８０゜の範囲内に置かれた場合とで逆になる。
【００３７】
したがって、図８に示したディジタル信号処理回路４を用いたヘッドホン装置１によれば
、前方２チャンネルと後方２チャンネルの計４個の音源からの入力信号に、第１の一対の
位相差付加回路３０Ｌ 及び３０Ｒ 、第２の一対の位相差付加回路３１Ｌ 及び３１Ｒ で頭部
回転角度に応じて付加する位相差の増減方向を逆にして与え、第１の一対のレベル差付加
回路２４Ｌ 及び２４Ｒ 、第２の一対のレベル差付加回路２５Ｌ 及び２５Ｒ で頭部回転角度
に応じて付加する位相差の増減方向を逆にして与えるので、前方音声信号に対しても、後
方音声信号に対しても実際の音源 を動かしながら聞くのと同等の両耳間の位相差特性
、及びレベル差特性を再現できるので、あらゆる方向に良好な頭外音像定位を実現できる
。
【００３８】
さらに次に、図１０に示すディジタル信号処理回路４は、図６に示した第１の一対の時間
差付加回路２２Ｌ 及び２２Ｒ の代わりに第１の一対の位相差付加回路３０Ｌ 及び３０Ｒ を
第１の一対の周波数特性制御回路２８Ｌ 及び２８Ｒ の入力側に、第２の一対の時間差付加
回路２３Ｌ 及び２３Ｒ の代わりに第２の一対の位相差付加回路３１Ｌ 及び３１Ｒ を第２の
一対の周波数特性制御回路２９Ｌ 及び２９Ｒ の入力側に接続してなる。
【００３９】
ここで、第１の一対の位相差付加回路３０Ｌ 及び３０Ｒ と、第２の一対の位相差付加回路
３１Ｌ 及び３１Ｒ は、図９に示すような位相変化特性に応じた位相差をヘッドホン７装着
者の頭部の回転角度に応じて上記入力信号に与える。
また、第１の一対の周波数特性制御回路２８Ｌ 及び２８Ｒ と、第２の一対の周波数特性制
御回路２９Ｌ 及び２９Ｒ は、図７に示すような周波数特性をヘッドホン７装着者の頭部の
回転角度に応じて上記入力信号に与えて、周波数特性を制御するものである。
【００４０】
したがって、図１０に示したディジタル信号処理回路４を用いたヘッドホン装置１によれ
ば、前方２チャンネルと後方２チャンネルの計４個の音源からの入力信号に、第１の一対
の位相差付加回路３０Ｌ 及び３０Ｒ 、第２の一対の位相差付加回路３１Ｌ 及び３１Ｒ で頭
部回転角度に応じて付加する位相差の増減方向を逆にして与え、第１の一対の周波数特性
制御回路２８Ｌ 及び２８Ｒ 、第２の一対の周波数特性制御回路２９Ｌ 及び２９Ｒ で頭部回
転角度に応じて制御する周波数特性の変化方向を逆にするので、前方音声信号に対しても
、後方音声信号に対しても実際の音源 を動かしながら聞くのと同等の両耳間の位相差
、及び周波数特性を実現できるので、あらゆる方向に良好な頭外音像定位を実現できる。
【００４１】
ここで、図１に示した回転角速度センサ８について説明しておく。回転角速度センサ８は
、上述したようにヘッドホン７を装着している装着者の頭部の回転角速度を検出する。特
に、この実施の形態となるヘッドホン装置１では、回転角速度センサ８として図１１に示
すような圧電振動ジャイロ装置３２を用いている。この圧電振動ジャイロ装置３２は、運
動体の揺動運動を圧電素子により検出する装置である。図１１において、正方形断面の振
動用四角柱からなる振動用圧電素子３３は種々の振動体から構成される。この振動用圧電
素子３３の対向する２面には、検出用圧電素子３４及び３５、駆動用圧電素子３６及び３
７が取り付けられている。
【００４２】
駆動用圧電素子３６及び３７には駆動用信号源３８が接続され、交番信号を供給するよう
に構成されている。検出用圧電素子３４及び３５の出力は、差動増幅器３９に供給される
。この差動増幅器３９の差動出力と駆動用信号源３８の出力とが乗算器又は位相検波器４
０に供給され、乗算又は位相検波される。乗算器又は位相検波器４０の出力は、図１に示
す帯域制限フィルタ９に供給されて搬送波成分が除去された後に、Ａ／Ｄ変換器１０に供
給されて符号化される。
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【００４３】
このように構成された圧電ジャイロ装置３２は、以下のように動作する。先ず、駆動用圧
電素子３６及び３７に振動用圧電素子３３の固有振動周波数の交番信号を印加すると、振
動用圧電素子３３は図示の振動波形に基づいて強制振動される。この振動は一定のモード
で共振を発生させるものである。
【００４４】
この場合、外力が加わらない状態では、検出用圧電素子３４及び３５の出力はないが、振
動用圧電素子３３に対して軸方向に角速度ωの回転力が加わると、コリオリの力により、
搬送波としての強制振動用の交番信号が振幅変調され、検出信号となって検出される。こ
の場合の振幅の大きさは、軸に及ぼされる回転の角速度ωに比例し、回転方向は駆動用信
号に対する検出信号の位相ずれ方向に対応する。
【００４５】
従って、振幅変調された検出信号と、駆動用信号との積をとり、その信号を低域フィルタ
としての帯域制限フィルタ９で搬送波成分を除去し、検出信号とすることが行われている
。
また、回転角速度センサ８は、図１２に示すようなアナログ角度検出器４１でもよい。こ
のアナログ角度検出器４１は、ヘッドホン７のヘッドバンド７ａに設けられ、頭部の動き
を検出する。アナログ角度検出器４１では、ヘッドバンド７ａの中央部にＣＤＳやフォト
ダイオード等の光の強さにより抵抗値が変化する受光素子からなる受光器４２を取り付け
ている。この受光器４２と対向して電球や発光ダイオード等の発光器４４が設けられてい
て、この発光器４４により一定の強さの光を受光器４２に向けて照射するようになってい
る。
【００４６】
その際、この発光器４４の投射光の通路間に回転角度のより投射光の透過度が変化するよ
うな可動シャッター４３が設けられており、この可動シャッター４３は磁針４５と共に回
転するようになっている。従って、受光器４２に一定の電流を流すとき、受光器４２の受
光素子両端の電圧は磁針４５の示す南北方向を基準として、ヘッドホン装着者の方向を含
む頭の動きを示すアナログ出力が取り出される。
【００４７】
また、回転角速度センサ８は、図１３に示すようなディジタル角度検出器５０でもよい。
このディジタル角度検出器５０は、ヘッドホン７のヘッドバンド７ａに設けられ、頭部の
動きを検出する。このディジタル角度検出器５０では、ヘッドバンド７ａの中央部にロー
タリーエンコーダ５１が、その入力軸が垂直となるように設けられていると共に、その入
力軸に、磁針５２が設けられている。従って、ロータリーエンコーダ５１からは、磁針５
２の示す南北方向を基準として、ヘッドホン装着者の方向を含む頭の動きを示す出力が取
り出される。この場合、出力は既にディジタル信号となっているので、図１の帯域制限フ
ィルタ９、Ａ／Ｄ変換器１０を省略できる。
【００４８】
また、回転角速度センサ８は、前方或いは周囲に置かれた発光器と上記ヘッドホンのヘッ
ドバンドに設けられた少なくとも２個の光強度センサの出力比により回転角を算出するよ
うにしてもよい。
また、この回転角速度センサ８は、ヘッドホン７上の離れた２カ所に取り付けられたマイ
クロホンで、前方或いは周囲に置かれた超音波発振器とから断続的に発生されるバースト
信号を、読み取りそれぞれの受信信号の時間差から回転角度を算出するようにしてもよい
。
【００４９】
なお、上記回転角速度センサ８を含め、帯域制限フィルタ９、Ａ／Ｄ変換器１０、マイク
ロプロセッサ１１、ディジタル信号処理回路４、Ｄ／Ａ変換器５Ｌ 、５Ｒ 、電力増幅器６

Ｌ 、６Ｒ は、ヘッドホン７上に設けられていてもよい。この場合、Ａ／Ｄ変換器３１ ・・
・３４ からディジタル信号処理回路４には、ワイヤレスで音声入力信号が供給されてもよ
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い。
【００５０】
もちろん、上記回転角速度センサ８を除く、他の各部はヘッドホン７上ではなく別に設け
られてもよい。この場合、電力増幅器６Ｌ 及び６Ｒ からヘッドホン７の発音体７Ｌ 及び７

Ｒ へはワイヤレスで出力信号が供給されてもよい。
次に、本発明に係るヘッドホン装置の第２の実施の形態について説明する。この第２の実
施の形態は、図１４に示すように、例えばｎチャンネルの音声入力信号を発生するｎ個の
音源６１１ ・・・６１ｎ からの該音声入力信号をｎ個のＡ／Ｄ変換器６２１ ・・・６２ｎ

を介してディジタル信号として受け取り、該ｎチャンネルの音声入力ディジタル信号を例
えば４入力づつまとめて入力信号群とし、該入力信号群にディジタル信号処理を施すディ
ジタル信号処理回路６３と、このディジタル信号処理回路６３でディジタル信号処理が施
された音声ディジタル信号をステレオ信号としてＬ、Ｒの２系統に分けた後、Ｄ／Ａ変換
器６４Ｌ 、６４Ｒ を介してアナログ信号として受け取り、電力増幅する電力増幅器６５Ｌ

、６５Ｒ と、この電力増幅器６５Ｌ 、６５Ｒ により駆動される発音体６６Ｌ 、６６Ｒ を備
えたヘッドホン６６と、このヘッドホン６６のヘッドバンド６６ａに取り付けられてこの
ヘッドホン６６を装着している装着者の頭部の回転角速度を検出する回転角速度センサ６
７と、この回転角速度センサ６７の検出出力を帯域制限フィルタ６８で帯域制限しＡ／Ｄ
変換器６９でディジタル信号に変換してから取り込みヘッドホン６６の装着者の正面方向
からの回転運動角度を計算する回転運動角度計算機能を持つマイクロプロセッサ７０とを
備え、上記マイクロプロセッサ７０で得られた回転運動角度に応じて上記ディジタル信号
処理回路６３における信号処理内容を更新して音像を上記ヘッドホン６６装着者の頭外の
一定方向に定位させるようにしたヘッドホン装置６０である。
【００５１】
ヘッドホン６６が回転運動を持つとヘッドバンド６６ａに取り付けられた回転角速度セン
サ６７は、その角速度に比例した電圧を出力する。この出力信号は、帯域制限フィルタ６
８でフィルタリングされた後、Ａ／Ｄ変換器６９で符号化され、マイクロプロセッサ７０
に入力される。マイクロプロセッサ７０に入力されたＡ／Ｄ変換器６９の出力信号は、一
定時間間隔でサンプリングされた後積分され、角度データに変換される。この角度データ
から実際に音像を定位させるための回転角度が算出されて対応する信号処理データをディ
ジタル信号処理回路６３に転送する。
【００５２】
一方、ｎ個の音源６１１ ・・・６１ｎ から入力されたｎチャンネルの音声信号は、ｎ個の
Ａ／Ｄ変換器６２１ ・・・６２ｎ で符号化されてディジタル信号処理回路６３に入力され
る。ディジタル信号処理回路６３では、マイクロプロセッサ７０で算出された角度データ
に対応して必要となる音声信号を頭外に定位させるためのディジタル信号処理を施し、そ
の結果をステレオのＬ、Ｒの２系統に対応させた２個のＤ／Ａ変換器６４Ｌ 、６４Ｒ に出
力する。２個のＤ／Ａ変換器６４Ｌ 、６４Ｒ により再びアナログ信号に戻された音声信号
は、電力増幅器６５Ｌ 、６５Ｒ を介して、ヘッドホン６６の発音体６６Ｌ 、６６Ｒ に供給
され、これを聴取する聴取者に最適の頭外定位信号を与える。
【００５３】
ここで、ディジタル信号処理回路６３は、図１５に示すように、ヘッドホン装着者が正面
方向を向いている場合を基準状態としてこの時に定位させるべき方向によって複数のブロ
ックに分類された各ブロック毎の音声入力信号に上記信号処理を施す信号処理ブロック６
３１ 、６３２ ・・・６３ｎ ／ ４ に分割されている。
【００５４】
例えば、信号処理ブロック６３１ は、定位方向が近い音源６１１ ・・・６１４ からの４つ
の入力信号を図１６に示すように入力端子７１１ 、７１２ ・７１４ を介して受け取る。入
力端子７１１ 、７１２ ・７１４ を介して受け取った上記４つの入力信号は、上記４個の音
源６１１ ・・・６１４ からヘッドホン装着者の両耳に至る頭部伝達関数を時間領域に変換
したインパルスレスポンスとして計８個のディジタルフィルタ７４Ｌ 、７４Ｒ 、７５Ｌ 、
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７５Ｒ ・・７７Ｌ 及び７７Ｒ で畳み込まれる。ディジタルフィルタ７４Ｌ 、７４Ｒ 、７５

Ｌ 、７５Ｒ ・・７７Ｌ 及び７７Ｒ からのフィルタ出力は、ＬとＲのチャンネル毎に一対の
加算器７８Ｌ 、７８Ｒ で加算され、それぞれ時間差付加回路７９Ｌ 、７９Ｒ に供給される
。
【００５５】
時間差付加回路７９Ｌ 、７９Ｒ の出力は、レベル差付加回路８０Ｌ 、８０Ｒ を介して、出
力端子８１Ｌ 、８１Ｒ から、図１５の一対の加算器７２Ｌ 、７２Ｒ に供給される。一対の
加算器７２Ｌ 、７２Ｒ には、信号処理ブロック６３２ ・・・６３ｎ ／ ４ においてそれぞれ
８個のディジタルフィルタでフィルタリングされ、Ｌ，Ｒ毎に時間差及びレベル差が付加
された信号が供給される。
【００５６】
ある一つの信号処理ブロックに入力される信号は、定位方向が近いものが集められ、従っ
て基準方向を向いている状態（０゜）に対して頭が回転したときに付加する時間差及びレ
ベル差は同一の特性とすることが可能となる。
各信号処理ブロックのＬ，Ｒチャンネル用出力信号は、加算器７２Ｌ 、７２Ｒ で加算され
、ヘッドホン６６への出力信号として出力端子７３Ｌ 、７３Ｒ から出力される。
【００５７】
したがって、この第２の実施の形態のヘッドホン装置６０は、複数の信号処理ブロック内
で独立した時間差付加及びレベル差付加が行われ、ヘッドホン再生を行う場合に、任意の
方向への音像定位を可能とする。
なお、このヘッドホン装置６０でも、時間差付加回路の代わりに、位相差付加回路を用い
てもよい。また、レベル差付加回路の代わりに周波数特性制御回路を用いてもよい。
【００５８】
また、このヘッドホン装置６０に用いられる センサ６７には、上記図１１、図
１２、図１３に示した圧電ジャイロ装置３２、アナログ角度検出器４１、ディジタル角度
検出器５０を用いてもよい。次に、本発明に係るヘッドホン装置の第３の実施の形態につ
いて説明する。この第３の実施の形態は、図１７に示すように、例えば３系統の音声信号
を図１８に示すように前方１８０°の範囲内に配置した音源８６１ 、８６２ 、８６３ で再
生する場合を想定している。このような場合、一般的に音源８６２ が再生する音声信号に
よる音像は、その音声信号のレベルを減衰した後、音源８６１ 及び音源８６３ に分配して
再生することによってもほぼ同等の音像を再現できる。従って、多チャンネルの音声信号
入力がある場合、定位方向に近い信号は他のチャンネルに分配して加算することにより、
伝送チャンネル数を減らすことができる。
【００５９】
すなわち、このヘッドホン装置８５は、図１７に示すように、例えば３チャンネルの音声
入力信号を定位させる位置に置かれた３個の音源８６１ 、８６２ 、８６３ からの該音声入
力信号を３個のＡ／Ｄ変換器８７１ 、８７２ 、８７３ を介してディジタル信号として受け
取り、該３チャンネルの音声入力ディジタル信号に上述したようなディジタル信号処理を
施すディジタル信号処理回路８８と、このディジタル信号処理回路８８でディジタル処理
が施された音声ディジタル信号をステレオ信号としてＬ、Ｒの２系統に分けた後、Ｄ／Ａ
変換器８９Ｌ 、８９Ｒ を介してアナログ信号として受け取り、電力増幅する電力増幅器９
０Ｌ 、９０Ｒ と、この電力増幅器９０Ｌ 、９０Ｒ により駆動される発音体９１Ｌ 、９１Ｒ

を備えたヘッドホン９１と、このヘッドホン９１のヘッドバンド９１ａ に取り付けられて
このヘッドホン９１を装着している装着者の頭部の回転角速度を検出する回転角速度セン
サ９２と、この回転角速度センサ９２の検出出力を帯域制限フィルタ９３で帯域制限しＡ
／Ｄ変換器９４でディジタル信号に変換してから取り込みヘッドホン９１の装着者の正面
方向からの回転運動角度を計算する回転運動角度計算機能を持つマイクロプロセッサ９５
とを備え、上記マイクロプロセッサ９５で得られた回転運動角度に応じて上記ディジタル
信号処理回路８８における信号処理内容を更新して音像を上記ヘッドホン９１装着者の頭
外の一定方向に定位させるようにしたヘッドホン装置８５である。
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【００６０】
ヘッドホン９１が回転運動を持つとヘッドバンド９１ａに取り付けられた回転角速度セン
サ９２は、その角速度に比例した電圧を出力する。この出力信号は、帯域制限フィルタ９
３でフィルタリングされた後、Ａ／Ｄ変換器９４で符号化され、マイクロプロセッサ９５
に入力される。マイクロプロセッサ９５に入力されたＡ／Ｄ変換器９４の出力信号は、一
定時間間隔でサンプリングされた後積分され、角度データに変換される。この角度データ
から実際に音像を定位させるための回転角度が算出され対応する信号処理データをディジ
タル信号処理回路８８に転送する。
【００６１】
一方、３個の音源８６１ 、８６２ 、８６３ から入力された３チャンネルの音声信号は、３
個のＡ／Ｄ変換器８７１ 、８７２ 、８７３ で符号化されディジタル信号処理回路８８に入
力される。ディジタル信号処理回路８８では、マイクロプロセッサ９５で算出された角度
データに対応して必要となる音声信号を頭外に定位させるためのディジタル信号処理を施
し、その結果をステレオのＬ、Ｒの２系統に対応させた２個のＤ／Ａ変換器８９Ｌ 、８９

Ｒ に出力する。２個のＤ／Ａ変換器８９Ｌ 、８９Ｒ により再びアナログ信号に戻された音
声信号は、電力増幅器９０Ｌ 、９０Ｒ を介して、ヘッドホン９１の発音体９１Ｌ 、９１Ｒ

に供給され、これを聴取する聴取者に最適の頭外定位信号を与える。
【００６２】
ここで、ディジタル信号処理回路８８は、図１９に示すように、入力端子９６１ から供給
された入力信号Ｓ１ による音像と、入力端子９６３ から供給された入力信号Ｓ３ による音
像の間にある入力端子９６２ から供給された入力信号Ｓ２ のレベルを減衰器９７により減
衰し、減衰信号Ｓ２ ’を加算器９８ａ 、加算器９８ｂ により入力信号Ｓ１ 、入力信号Ｓ３

に加算している。そして、加算器９８ａ の加算出力Ｓ１ ＋Ｓ２ ’をディジタルフィルタ９
９Ｌ 及び９９Ｒ に供給し、加算器９８ｂ の加算出力Ｓ３ ＋Ｓ２ ’をディジタルフィルタ１
００Ｌ 及び１００Ｒ に供給している。その後、ヘッドホン９１に出力するＬ，Ｒチャンネ
ル毎に加算器１０１Ｌ 、加算器１０１Ｒ でディジタルフィルタ出力を加算し、時間差付加
回路１０２Ｌ 、時間差付加回路１０２Ｒ で頭が回転した場合の時間差を付加し、レベル差
付加回路１０３Ｌ 、レベル差付加回路１０３Ｒ でレベル差を付加することにより、入力信
号Ｓ２ のためのディジタルフィルタを省略して全ての入力信号に対する音像定位を実現で
きる。なお、レベル差付加回路１０３Ｌ の出力信号は、出力端子１０４Ｌ を介してＤ／Ａ
変換器８９Ｌ に供給される。また、レベル差付加回路１０３Ｒ の出力信号は、出力端子１
０４Ｒ を介してＤ／Ａ変換器８９Ｒ に供給される。
【００６３】
なお、このヘッドホン装置８５でも、時間差付加回路の代わりに、位相差付加回路を用い
てもよい。また、レベル差付加回路の代わりに周波数特性制御回路を用いてもよい。
また、このヘッドホン装置８５に用いられる回転角速度センサ９２には、上記図１１、図
１２、図１３に示した圧電ジャイロ装置３２、アナログ角度検出器４１、ディジタル角度
検出器５０を用いてもよい。
【００６４】
次に、本発明に係るヘッドホン装置の第４の実施の形態について図２０を参照しながら説
明する。入力端子１０６１ 、入力端子１０６２ には、多チャンネルの信号を例えば２チャ
ンネルにエンコードした信号が入力される。この信号は、デコーダ１０７によってデコー
ドされそれぞれ、ディジタル信号処理回路１０８１ 、１０８２ ・・・１０８ｎ に供給され
る。ディジタル信号処理回路１０８１ 、１０８２ ・・・１０８ｎ は、図２、図６、図８、
図１０、図１６に示したようなディジタル信号処理回路とすることができる。
【００６５】
したがって、この第４の実施の形態は、２チャンネル分の音声入力端子を有するのみで多
チャンネルの頭外音像定位をヘッドホン受聴において実現できる。
【００６６】
【発明の効果】
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本発明に係るヘッドホン装置は、Ｎ個の音源からのＮチャンネルの入力信号に対して２Ｎ
個のディジタルフィルタ手段を用い、上記ＮチャンネルのうちのＭ（Ｍ≦Ｎ）チャンネル
に対応する２Ｍ個のディジタルフィルタ手段のＬ，Ｒ極性の同じ出力同士を第１の一対の
加算手段で加算し、上記ＮチャンネルのうちのＮ－Ｍチャンネルに対応する２（Ｎ－Ｍ）
個のディジタルフィルタ手段のＬ，Ｒ極性の同じ出力同士を第２の一対の加算手段で加算
し、上記第１の一対の加算手段のＬ側及びＲ側の出力を第１の一対の時間差付加手段又は
第２の一対の位相差付加手段に供給し、上記第２の一対の加算手段のＬ側及びＲ側の出力
を第２の一対の時間差付加手段又は第２の一対の位相差付加手段に供給し、上記第１の一
対の時間差付加手段又は上記第１の一対の位相差付加手段と上記第２の一対の時間差付加
手段又は上記第２の一対の位相差付加手段のそれぞれのＬ側及びＲ側二系統の出力を同じ
極性同士で第３の一対の加算手段で加算する。ここで、上記回転運動角度計算手段で検出
した回転運動角度に応じて上記第１の一対の時間差付加手段又は第１の一対の位相差付加
手段と上記第２の一対の時間差付加手段又は第２の一対の位相差付加手段とで付加する時
間差又は位相差の増減方向を逆にして、上記信号処理手段における信号処理内容を更新す
る。このため、前方音声信号に対しても、後方音声信号に対しても実際の音源の音を頭を
動かしながら聞くのと同等の両耳間遅延時間差又は位相差を再現できるのであらゆる方向
に良好な頭外音像定位を実現することができる。
【００６７】
ここで、上記第１の一対の時間差付加手段又は第１の一対の位相差付加手段の入力側又は
出力側に第１の一対のレベル差付加手段と、上記第２の一対の時間差付加手段又は第２の
一対の時間差付加手段の入力側又は出力側に第２の一対のレベル差付加手段とを備え、上
記回転運動角度計算手段で検出した回転運動角度に応じて上記第１の一対のレベル差付加
手段と上記第２の一対のレベル差付加手段とで付加するレベル差の増減方向を逆にすれば
、前方音声信号に対しても、後方音声信号に対しても実際の音源の音を頭を動かしながら
聞くのと同様の両耳間レベル差特性も再現できる。
【００６８】
また、上記第１の一対の時間差付加手段又は上記第１の一対の位相差付加手段の入力側又
は出力側に第１の一対の周波数特性制御手段と、上記第２の一対の時間差付加手段又は第
２の一対の位相差付加手段の入力側又は出力側に第２の一対の周波数特性制御手段とを備
え、上記回転運動角度計算手段で検出した回転運動角度に応じて上記第１の一対の周波数
特性制御手段と上記第２の一対の周波数特性制御手段とで制御する周波数特性の変化方向
を逆にすれば、前方音声信号に対しても、後方音声信号に対しても実際の音源の音を頭を
動かしながら聞くのと同等の両耳間の周波数特性変化も再現できる。
【００６９】
また、本発明に係るヘッドホン装置は、Ｎ個の音源からのＮチャンネルの入力信号に対し
て２Ｎ個のディジタルフィルタ手段を用い、ヘッドホンの装着者が正面方向を向いている
状態を基準状態としてこの時に定位させるべき方向によって該Ｎチャンネルの音声信号を
複数のブロックに分類し、この分類された各ブロック毎に、そのブロックに含まれる各チ
ャンネルのそれぞれのディジタルフィルタの出力のＬ，Ｒ極性の同じもの同士を一対の加
算手段で加算し、上記一対の加算手段のＬ側及びＲ側の出力を一対の時間差付加手段又は
一対の位相差付加手段に供給し、上記一対の時間差付加手段又は一対の位相差付加手段の
Ｌ側及びＲ側の出力を同じ極性同士で加算手段で加算する。ここで、上記回転運動角度計
算手段で検出した回転運動角度に応じて上記一対の時間差付加手段又は一対の位相差付加
手段で付加する時間差又は位相差の量を上記各ブロック毎に独立に変化させて、上記信号
処理手段における信号処理内容を更新する。このため、頭部全周のあらゆる方向の音声信
号に対し実際に頭を動かしながら音を聞くのに極めて近似した両耳間差特性を実現できる
のであらゆる方向に良好な頭外音像定位を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るヘッドホン装置の第１の実施の形態のブロック図である。
【図２】上記第１の実施の形態に用いられるディジタル信号処理回路のブロック図である
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。
【図３】上記第１の実施の形態が想定している状態を示す模式図である。
【図４】上記第１の実施の形態に用いられるディジタル信号処理回路内の時間差付加回路
で付加される遅延時間の特性図である。
【図５】上記第１の実施の形態に用いられるディジタル信号処理回路内のレベル差付加回
路で付加されるレベル差の特性図である。
【図６】上記第１の実施の形態に用いられるディジタル信号処理回路で時間差付加回路と
周波数特性制御回路を用いた場合のブロック図である。
【図７】上記周波数特性制御回路で行われる周波数制御の特性図である。
【図８】上記第１の実施の形態に用いられるディジタル信号処理回路で位相差付加回路と
レベル差付加回路を用いた場合のブロック図である。
【図９】上記位相差付加回路で付加される位相差の変化特性図である。
【図１０】上記第１の実施の形態に用いられるディジタル信号処理回路で位相差付加回路
と周波数特性制御回路を用いた場合のブロック図である。
【図１１】上記第１の実施の形態に用いられる回転角速度センサに適用できる圧電振動ジ
ャイロ装置の概略構成図である。
【図１２】上記第１の実施の形態に用いられる回転角速度センサに適用できるアナログ角
度検出器の概略構成図である。
【図１３】上記第１の実施の形態に用いられる回転角速度センサに適用できるディジタル
角度検出器の概略構成図である。
【図１４】本発明に係るヘッドホン装置の第２の実施の形態のブロック図である。
【図１５】上記第２の実施の形態のディジタル信号処理回路のブロック図である。
【図１６】上記第２の実施の形態の信号処理ブロックのブロック図である。
【図１７】本発明に係るヘッドホン装置の第３の実施の形態のブロック図である。
【図１８】上記第３の実施の形態が想定している状態を示す模式図である。
【図１９】上記第３の実施の形態に用いられるディジタル信号処理回路のブロック図であ
る。
【図２０】本発明に係るヘッドホン装置の第４の実施の形態のブロック図である。
【符号の説明】
１　ヘッドホン装置
２１ ～２４ 　音源
４　ディジタル信号処理回路
６Ｌ 、６Ｒ 　電力増幅器
７　ヘッドホン
８　回転角速度センサ
１１　マイクロプロセッサ
１６Ｌ 、１６Ｒ 、１７Ｌ 、１７Ｒ 、１８Ｌ 、１８Ｒ 、１９Ｌ 、１９Ｒ 　ディジタルフィル
タ
２０Ｌ 、２０Ｒ 　第１の一対の加算器
２１Ｌ 、２１Ｒ 　第２の一対の加算器
２２Ｌ 、２２Ｒ 　第１の一対の時間差付加回路
２３Ｌ 、２３Ｒ 　第２の一対の時間差付加回路
２４Ｌ 、２４Ｒ 　第１の一対のレベル差付加回路
２５Ｌ 、２５Ｒ 　第２の一対のレベル差付加回路
２６Ｌ 、２６Ｒ 　第３の一対の加算器
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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