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(57)【要約】
【課題】外部スピーカを使用する際に、センタースピー
カとして使用できる音声出力装置および音声出力方法を
提供する。
【解決手段】本発明の一態様に係る音声出力装置は、筺
体内に配置された第１ないし第３のスピーカを備え、第
１，第２のスピーカは、第３のスピーカを挟んで筺体の
左右に夫々配置され、音声信号の低音域成分を出力する
スピーカを含み、第３のスピーカは、音声信号の高音域
成分を出力するスピーカを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筺体内に配置された第１ないし第３のスピーカを備え、
　前記第１，第２のスピーカは、前記第３のスピーカを挟んで前記筺体の左右に夫々配置
され、音声信号の低音域成分を出力するスピーカを含み、
　前記第３のスピーカは、音声信号の高音域成分を出力するスピーカを含むことを特徴と
する音声出力装置。
【請求項２】
　外部スピーカの使用状態を検知する検知信号に基づいて、前記第１、第２のスピーカか
らステレオ音声信号を出力する第１の態様と、前記第３のスピーカからモノラル音声信号
を出力する第２の態様とを切換えることを特徴とする請求項１に記載の音声出力装置。
【請求項３】
　前記第２の態様を使用するか否かを設定する設定部をさらに具備し、
　前記設定部での設定に基づいて、前記第１の態様と前記第２の態様とを切換えることを
特徴とする請求項２に記載の音声出力装置。
【請求項４】
　前記第２の態様は、前記第３のスピーカからモノラル音声信号のうち高音域成分を出力
し、前記第１，第２のスピーカからモノラル音声信号のうち低音域成分を出力することを
特徴とする請求項２または請求項３に記載の音声出力装置。
【請求項５】
　前記ステレオ音声信号または前記モノラル音声信号を選択する選択部と、
　前記モノラル音声信号をミュートする第１のミュート部と、
　前記ステレオ音声信号をミュートする第２のミュート部と、
　前記外部スピーカを使用している場合、前記選択部に前記モノラル音声信号を選択させ
ると共に、前記第２のミュート部へ前記ステレオ音声信号をミュートさせ、前記外部スピ
ーカを使用していない場合、前記選択部に前記ステレオ音声信号を選択させると共に前記
第１のミュート部へ前記モノラル音声信号をミュートさせる制御部と、
　をさらに具備することを特徴とする請求項２に記載の音声出力装置。
【請求項６】
　前記第１のミュート部の後段に設けられ、前記モノラル音声信号のうち高音域成分を通
過させる第１のフィルタと、
　前記第２のミュート部の後段に設けられ、前記ステレオ音声信号のうち高音域成分を通
過させる第２のフィルタと、
　前記選択部の後段に設けられ、前記選択部により選択されたステレオ音声信号または前
記モノラル音声信号のうち低音域成分を通過させる第３のフィルタと、
　をさらに具備することを特徴とする請求項５に記載の音声出力装置。
【請求項７】
　第３のスピーカを挟んで筺体の左右に設けられた第１，第２のスピーカから音声信号の
低音域成分を出力し、前記第３のスピーカから音声信号の高音域成分を出力することを特
徴とする音声出力方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センタースピーカとして使用できる音声出力装置および音声出力方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来の音声出力装置には、音響の臨場感を高めるため複数のスピーカを利用して音声を
再生するもの（特許文献１）がある。この音声出力装置では、ユーザの前方正面、前方左
右および後方左右にスピーカをそれぞれ配置する（５チャンネル）。加えて、低音を強化
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するサブウーファーを置く（０．１ｃｈ）。上記６つのスピーカ（５．１ｃｈ）を視聴者
の周りに配置して音声を出力することで、立体感のある音を得ることができ臨場感が増す
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００３－５１８３４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、この５．１ｃｈの音声出力装置をＴＶ等のＡＶ機器と組み合わせて使用
する場合、ＡＶ機器が具備しているスピーカとの位置関係が問題となる。特に、ユーザの
前方正面に配置されるスピーカ（センタースピーカ）は、音声の定位を考慮してユーザの
正面のＴＶ等の映像表示装置の近くに配置する必要がある。しかし、ＴＶ等のＡＶ機器に
具備されたスピーカがその機器の下側に配されている場合など、ＡＶ機器のスピーカの開
口部をセンタースピーカが遮る配置となる問題がある。また、センタースピーカをユーザ
の正面に配置しない場合、音声の定位位置が変わるため特にセンターの定位感が十分に得
られない可能性があるなど、ＡＶ機器が具備しているスピーカとの共存性に問題が生じる
。
【０００５】
　本発明は、かかる従来の問題を解消すべくなされたもので、例えば、５．１ｃｈの音声
出力装置で使用される外部スピーカを用いる際に、通常のステレオ用のスピーカとしてだ
けではなくセンタースピーカとしても使用できる音声出力装置および音声出力方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係る音声出力装置は、筺体内に配置された第１ないし第３のスピーカ
を備え、第１，第２のスピーカは、第３のスピーカを挟んで筺体の左右に夫々配置され、
音声信号の低音域成分を出力するスピーカを含み、第３のスピーカは、音声信号の高音域
成分を出力するスピーカを含む。
【０００７】
　本発明の一態様に係る音声出力方法は、第３のスピーカを挟んで筺体の左右に設けられ
た第１，第２のスピーカから音声信号の低音域成分を出力し、第３のスピーカから音声信
号の高音域成分を出力する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ステレオ用スピーカあるいはセンタースピーカとしても使用できる音
声出力装置および音声出力方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態に係る音響システムの構成の一例を示す図である。
【図２】ＳＴＢの概要を示す図である。
【図３】第１の実施形態に係る音声信号の処理系統の構成を示す図である。
【図４】第１の実施形態に係る音声出力装置の動作を示すフローチャートである。
【図５】比較例に係る音声信号の処理系統の構成を示す図である。
【図６Ａ】比較例に係るトランジェント特性を示す図である。
【図６Ｂ】比較例に係るトランジェント特性を示す図である。
【図６Ｃ】比較例に係るトランジェント特性を示す図である。
【図７Ａ】第１の実施形態に係るトランジェント特性を示す図である。
【図７Ｂ】第１の実施形態に係るトランジェント特性を示す図である。
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【図７Ｃ】第１の実施形態に係るトランジェント特性を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る音響システム１の構成を示す図である。第１の実施形態
に係る音響システム１は、音声出力装置１０、スピーカ２１から２４、ＡＶアンプ３１、
記憶再生装置４１を具備する。
【００１１】
　音声出力装置１０は、ＳＴＢ（Set top box）１０Ａ（図示せず）、スピーカ部１０Ｂ
、表示部１０Ｃから構成される。ＳＴＢ１０Ａは、図示しないアンテナから入力される放
送局等の放送信号をデコードして映像信号および音声信号を生成する。ＳＴＢ１０Ａは、
生成した映像信号および音声信号、もしくは外部の記憶再生装置（または再生装置）４１
から入力される映像信号、音声信号をスピーカ部１０Ｂ、表示部１０Ｃへそれぞれ入力す
る。また、ＳＴＢ１０Ａは、音声信号をＡＶアンプ３１へ入力する。表示部１０Ｃは、Ｓ
ＴＢ１０Ａから入力される映像信号に基づいて映像を表示する。
【００１２】
　スピーカ部１０Ｂは、ＳＴＢ１０Ａ、もしくはＡＶアンプ３１から入力される音声信号
に基づいて音声を出力する。スピーカ部１０Ｂは、ステレオ音声再生用のウーハー（Woof
er）Ｗ１、Ｗ２とツィータ（Tweeter）Ｔ１、Ｔ２を具備する２ウェイスピーカである。
ウーハーＷ１とツィータＴ１、およびウーハーＷ２とツィータＴ２は、一体的に形成され
たスピーカボックスの左側および右側にそれぞれ配置される。また、ウーハーＷ１とウー
ハーＷ２との間には、ツィータＴ３が配置される。ツィータＴ３は、ウーハーＷ１、Ｗ２
と共にセンタースピーカとして機能する。ツィータＴ３は、センタースピーカ用の音声信
号（センターチャンネル）の高音域、ウーハーＷ１、Ｗ２は、センターチャンネルの低音
域を各々受け持つ。なお、ウーハーＷ１、Ｗ２は、フルレンジスピーカであってもよい。
【００１３】
　スピーカ２１から２４は、ユーザＡの周りを取り囲むように、ユーザの前方左右および
後方左右に配置される。スピーカ２１から２４は、音声出力装置１０のスピーカ部１０Ｂ
が具備するスピーカ（ツィータＴ３、ウーハーＷ１、Ｗ２）と共に、５．１ｃｈの音響シ
ステムを構成する。
【００１４】
　ＡＶアンプ３１は、ＨＤＭI（High-definition multimedia interface）及び／もしく
は光またはコアキシャル方式による音声デジタル伝送（ＳＰＤＩＦ）により音声出力装置
１０と接続される。ＨＤＭＩでは、非圧縮でデジタル映像信号、デジタル音声信号が伝送
される。ＡＶアンプ３１は、音声出力装置１０から入力される音声信号を増幅し、スピー
カ２１から２４へ入力する。
【００１５】
　なお、ＡＶアンプ３１には、センタースピーカ用の出力が２種類用意されている。一つ
は、ボリュームコントロール（音量制御）されたライン出力である。他の一つは、先のボ
リュームコントロールされたライン出力をさらに増幅した出力である。この第１の実施形
態では、ボリュームコントロールされたライン出力が音声出力装置１０へ入力され、セン
タースピーカとして機能するスピーカ部１０Ｂから音声として出力される。
【００１６】
　記憶再生装置４１は、コンテンツを記憶・再生するＤＶＤ（Digital versatile disk）
プレーヤまたはＤＶＤレコーダやＨＤＤ（Hard disk drive）レコーダ等である。記憶再
生装置４１は、ＨＤＭＩにより音声出力装置１０と接続される。記憶再生装置４１は、再
生するコンテンツ（例えば、映画やＰＶ（Promotion video）等）の映像信号、音声信号
、制御信号を音声出力装置１０へ入力する。ＨＤＭＩでは、映像信号用、音声信号用、制
御信号用のケーブルが一体化しているため配線を簡略化できる。



(5) JP 2011-130496 A 2011.6.30

10

20

30

40

50

【００１７】
　図２は、第１の実施形態で使用する機器の電子回路（ＳＴＢ１０Ａ）の概略構成を示す
図である。ＳＴＢ１０Ａは、選局部１０１、端子１０２、Ｉ／Ｆ１０３、端子１０４、Ｉ
／Ｆ１０５、分離部１０６、デコード部１０７、音声信号処理部１０８、増幅部１０９、
端子１１０、リモコン受信部１１１を具備する。
【００１８】
　選局部１０１は、アンテナで受信された放送信号から所望のチャンネルを選局する。選
局部１０１は、選局した放送信号を復調してＴＳ（Transport stream）を生成する。
【００１９】
　端子１０２は、記憶再生装置４１を接続するＨＤＭＩ端子である。Ｉ／Ｆ（Inter face
）１０３は、端子１０２に接続された記憶再生装置４１との間でデータの送受信を行うた
めのインターフェースである。
【００２０】
　端子１０４は、ＡＶアンプ３１を接続するＨＤＭＩ端子もしくはＳＰＤＩＦ端子である
。Ｉ／Ｆ１０５は、端子１０４に接続されたＡＶアンプ３１との間で音声信号（もしくは
音声データ）及びデータの送受信を行うためのインターフェースである。
【００２１】
　分離部１０６は、選局部１０１で生成したＴＳから放送信号、ＳＩ／ＰＳＩ等を分離す
る。ＴＳは、放送信号，ＳＩ／ＰＳＩを含む多重化された信号である。放送信号は，例え
ば，ＭＰＥＧ－２の放送信号である。放送信号は、映像・音声のそれぞれを符号化した音
声ＥＳ（Audio elementary stream）と映像ＥＳ（Video elementary stream）である。Ｐ
ＳＩは、ＴＳにどのようなプログラムが存在し、ＴＳに含まれる各ＥＳがどのプログラム
に属しているかを記した情報である。また、ＳＩは、ＥＰＧ（Electric program guide）
情報（番組情報）を含んでいる。
【００２２】
　デコード部１０７は、分離部１０６で分離された音声ＥＳ、映像ＥＳをデコードして音
声信号、映像信号を生成する。生成された音声信号は、音声信号処理部１０８および（端
子１０４を介して）ＡＶアンプ３１へ出力される。また、映像信号は、表示部１０Ｃへ入
力される。表示部１０Ｃは、デコード部１０７から入力される映像信号、もしくは端子１
０２を介して記憶再生装置４１から入力される映像信号に基づいて映像を表示する。
【００２３】
　端子１１０には、ＡＶアンプ３１からの信号ケーブルが接続される。端子１１０を介し
て、ＡＶアンプ３１から出力されるセンタースピーカ用の音声信号（モノラル音声信号）
が音声信号処理部１０８へ入力される。
【００２４】
　音声処理部１０８は、ＤＳＰ（Digital signal processor）等の回路により構成される
。音声信号処理部１０８は、ＡＶアンプ３１を使用している場合（ＡＶアンプ３１がＯＮ
している場合）、ＡＶアンプ３１から入力されるモノラル音声信号をツィータＴ３、およ
びウーハーＷ１、Ｗ２へ入力する。この場合、ツィータＴ３、およびウーハーＷ１、Ｗ２
は、５．１ｃｈの音響システムのセンタースピーカとして機能する。また、ＡＶアンプ３
１を使用していない場合、音声信号処理部１０８は、デコード部１０７もしくは端子１０
２を介して記憶再生装置４１から入力される音声信号をツィータＴ１，Ｔ２およびウーハ
ーＷ１、Ｗ２へ入力する。増幅部１０９は、音声信号処理部１０８から入力される音声信
号を増幅してスピーカ部１０Ｂへ入力する。
【００２５】
　図３は、第１の実施形態に係る音声信号の処理系統の構成を示す図である。音声信号処
理部１０８は、制御部１０８ａ、ミュート部１０８ｂ，１０８ｃ、セレクタ部１０８ｄ、
信号処理部１０８ｅ、ＨＰＦ（High pass filter）１０８ｆ，１０８ｇ、ＬＰＦ（Low pa
ss filter）１０８ｈを具備する。増幅部１０９は、アンプ１０９ａから１０９ｃを具備
する。
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【００２６】
　ミュート部１０８ｂは、制御部１０８ａからの指示に応じて、入力されるモノラル音声
信号をミュート（消音）する。ミュート部１０８ｃは、制御部１０８ａからの指示に応じ
て、入力されるステレオ音声信号をミュート（消音）する。セレクタ部１０８ｄは、制御
部１０８ａからの指示に応じて、入力されるステレオ音声信号またはモノラル音声信号の
いずれかを選択する。
【００２７】
　信号処理部１０８ｅは、ミュート部１０８ｂ，１０８ｃおよびセレクタ部１０８ｄから
入力される音声信号を処理する。具体的には、音量制御や音質設定（低音／高音の増幅／
減衰）及びサラウンド等の処理を行う。なお、信号処理部１０８ｅを、ミュート部１０８
ｂ，１０８ｃおよびセレクタ部１０８ｄの前段へ挿入する形態としてもよい。
【００２８】
　ＨＰＦ１０８ｆは、信号処理部１０８ｅから入力されるモノラル音声信号のうち高音域
成分（高周波数成分）を通過させ、ＡＭＰ１０９ａへ入力する。ＨＰＦ１０８ｇは、信号
処理部１０８ｅから入力されるステレオ音声信号のうち高音域成分を通過させ、ＡＭＰ１
０９ｂへ入力する。ＬＰＦ１０８ｈは、信号処理部１０８ｅから入力されるステレオ音声
信号もしくはモノラル音声信号のうち低音域成分（低周波数成分）を通過させ、ＡＭＰ１
０９ｃへ入力する。
【００２９】
　ＡＭＰ１０９ａは、ＨＰＦ１０８ｆから入力されるモノラル音声信号を増幅してツィー
タＴ３へ入力する。ＡＭＰ１０９ｂは、ＨＰＦ１０８ｇから入力されるステレオ音声信号
を増幅してツィータＴ１，Ｔ２へ入力する。ＡＭＰ１０９ｃは、ＬＰＦ１０８ｈから入力
されるステレオ音声信号もしくはモノラル音声信号を増幅しウーハーＷ１，Ｗ２へ入力す
る。
【００３０】
　なお、ＨＰＦ１０８ｆ，１０８ｇおよびＬＰＦ１０８ｈは、ＦＩＲ型（Finite impulse
 response：有限インパルス応答）のフィルタであり、アナログフィルタでは近似的にし
か実現できなかったリニアフェーズ（定遅延）特性が実現できる。リニアフェーズとは、
位相特性がどの周波数に対しても直線となる特性のことである。つまり、全ての周波数成
分が同じ時間だけ遅延するので、波形が乱れることなく忠実な波形の再現が可能となる。
このため、フィルタ処理において位相遅れを考慮することなくシステム調整が可能である
。なお、アナログフィルタとの比較結果を、図６Ａから図７Ｃを参照して後述する。
【００３１】
　制御部１０８ａは、ＡＶアンプ３１を使用しているかどうかに応じて、ミュート部１０
８ｂ，１０８ｃおよびセレクタ部１０８ｄを制御する。ＡＶアンプ３１を使用しているか
どうかは、ＨＤＭＩによるＡＶアンプ３１との通信から確認できる。なお、ＡＶアンプ３
１を使用するかどうかを、後述するリモコン１１２で設定できるように構成し、該設定内
容に基づいて、ＡＶアンプ３１の使用の有無を確認してもよい。
【００３２】
　ＡＶアンプ３１を使用していない場合、ユーザは、外部スピーカを使用していないため
、スピーカ部１０Ｂからステレオ音声を出力する必要がある。このため、制御部１０８ａ
は、モノラル音声信号をミュートするようミュート部１０８ｂを制御する。また、制御部
１０８ａは、ステレオ音声信号を選択するようセレクタ部１０８ｄを制御する。上記制御
により、スピーカ部１０Ｂの左右にそれぞれ配置されたウーハーＷ１、ツィータＴ１およ
びウーハーＷ２、ツィータＴ２からステレオ音声が出力される。
【００３３】
　ＡＶアンプ３１を使用している場合、ユーザは、外部スピーカを使用しているため、ス
ピーカ部１０Ｂをセンタースピーカとして使用する必要がある。このため、制御部１０８
ａは、ステレオ音声信号をミュートするようミュート部１０８ｃを制御する。また、制御
部１０８ａは、モノラル音声信号を選択するようセレクタ部１０８ｄを制御する。上記制



(7) JP 2011-130496 A 2011.6.30

10

20

30

40

50

御により、スピーカ部１０Ｂの中央部に配置されたツィータＴ３およびウーハーＷ１，Ｗ
２からモノラル音声が出力される。この場合、外部スピーカであるスピーカ２１から２４
からも音声が出力される（ＡＶアンプ３１から外部スピーカであるスピーカ２１から２４
へ音声信号が入力されているため）。
【００３４】
　リモコン受信部１１１は、リモートコントローラ１１２（以下、リモコン１１２と称す
る）から赤外線等の無線により送信される操作信号を受信する。リモコン１１２は、「選
択」キーや「決定」キーなど、音声出力装置１の操作に必要な各種キーを備える。ユーザ
は、リモコン１１２を使用して、ＡＶアンプ３１および記憶再生装置４１を操作する。
【００３５】
（動作の説明）
　次に、第１の実施形態に係る音響システム１の動作について説明する。図４は、第１の
実施形態に係る音響システム１の動作を示すフローチャートである。選局部１０１は、ア
ンテナで受信された放送信号から所望のチャンネルを選局する（ステップＳ１０１）。選
局部１０１は、選局した放送信号を復調してＴＳ（トランスポートストリーム）を生成す
る。
【００３６】
　分離部１０６は、選局部１０１で生成したＴＳから放送信号、ＳＩ／ＰＳＩ等を分離す
る（ステップＳ１０２）。デコード部１０７は、分離部１０６で分離された音声ＥＳ、映
像ＥＳをデコードして音声信号、映像信号を生成する（ステップＳ１０３）。分離部１０
６は、生成した音声信号を音声信号処理部１０８へ入力する。また、分離部１０６は、生
成した映像信号を表示部１０Ｃへ入力する。
【００３７】
　音声信号処理部１０８の制御部１０８ａは、ＡＶアンプ３１を使用しているかどうかを
判定する（ステップＳ１０４）。ＡＶアンプ３１を使用している場合（ステップＳ１０４
のＹｅｓ）、制御部１０８ａは、ステレオ音声信号をミュートするようミュート部１０８
ｃを制御する（ステップＳ１０５）。また、制御部１０８ａは、モノラル音声信号を選択
するようセレクタ部１０８ｄを制御する（ステップＳ１０６）。
【００３８】
　ＡＶアンプ３１を使用していない場合（ステップＳ１０４のＮｏ）、制御部１０８ａは
、モノラル音声信号をミュートするようミュート部１０８ｂを制御する（ステップＳ１０
７）。また、制御部１０８ａは、ステレオ音声信号を選択するようセレクタ部１０８ｄを
制御する（ステップＳ１０８）。表示部１０Ｃおよびスピーカ部１０Ｂは、入力される映
像信号および音声信号に応じて、映像および音声を出力する（ステップＳ１０９）。なお
、上記説明では、放送信号を選局する場合について説明したが、記憶再生装置４１で再生
されるコンテンツ等を視聴する場合は、ステップＳ１０４から処理を開始する。
【００３９】
（比較例との比較）
　図５は、比較例に係る音声信号の処理系統の構成を示す図である。図５に示すように、
比較例では、各スピーカ（図５の場合、ツィータＴ１，Ｔ２およびウーハーＷ１，Ｗ２）
に入力する音声信号を共通の（一つの）増幅器ＡＭＰで増幅している。増幅器ＡＭＰで増
幅された音声信号は、スピーカ毎に分岐される。分岐された音声信号は、それぞれハイパ
スフィルタＨＰＦ－Ａ，ＨＰＦ－ＢおよびローパスフィルタＬＰＦ－Ａ，ＬＰＦ－Ｂを介
して、ツィータＴ１，Ｔ２およびウーハーＷ１，Ｗ２へ入力される。
【００４０】
　ハイパスフィルタＨＰＦ－Ａ，ＨＰＦ－ＢおよびローパスフィルタＬＰＦ－Ａ，ＬＰＦ
－Ｂは、コイルＬ及びコンデンサＣの組み合わせで構成されるアナログフィルタである。
ハイパスフィルタＨＰＦ－Ａ，ＨＰＦ－Ｂは、入力される音声信号のうち高音域成分を分
離して通過させる。ローパスフィルタＬＰＦ－Ａ，ＬＰＦ－Ｂは、入力される音声信号の
うち低音域成分を分離して通過させる。
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【００４１】
　つまり、比較例では、増幅器ＡＭＰの出力をスピーカ内部もしくは近傍に配したコイル
Ｌ及びコンデンサＣの組み合わせで構成されるＬＣネットワーク（図５ではＬＰＦ－Ａ，
ＬＰＦ－Ｂ，ＨＰＦ－Ａ，ＨＰＦ－Ｂ）でスピーカ毎の帯域に分離している。具体的には
、上記ＬＣネットワークにより音声信号を高音域と低音域に分離し、この分離した音声信
号のうち高音域の音声信号をツィータＴ１，Ｔ２へ入力し、低音域の音声信号をウーハー
Ｗ１，Ｗ２へ入力している。
【００４２】
　しかしながら、音声信号をハイパスフィルタや高音域または低音域に分離する際、遮断
周波数近傍（ネットワークで分離される帯域の端）においてコンデンサＣやコイルＬに起
因する位相乱れが発生する。この位相乱れを低減させる手法の一つとして、スピーカ毎に
個別のアンプを設けて音声信号を増幅するマルチアンプ方式がある。しかし、上記マルチ
アンプ方式を用いた場合であっても、音声信号の分離にＦＩＲ（Finite impulse respons
e）に代表されるようなLinkwitz-Riley方式のフィルタを適用すると、合成波形のトラン
ジェント特性（立ち上がりの特性）になまりが生じる。
【００４３】
　図６Ａから図６Ｃは、Linkwitz-Riley方式のフィルタを適用した場合におけるトランジ
ェント特性を示す図である。図６Ａは、ウーハーとツィータとの合成波形を示す図である
。図６Ｂは、ウーハーの波形を示す図である。図６Ｃは、ツィータの波形を示す図である
。Linkwitz-Riley方式のフィルタを適用した場合、図６Ｂ、図６Ｃに示すように、ウーハ
ー、ツィータ共に波形の立ち上がりになまりが生ずる。このため、図６Ａに示すように、
ウーハーとツィータとの合成波形においても、波形の立ち上がり（破線で囲んだ部分）に
なまりが生ずる。
【００４４】
　一方、第１の実施形態に係る音声出力装置１０では、ＨＰＦやＬＰＦとしてLinear-Pha
se Filterを用いている。このため、合成波形のトランジェント特性（立ち上がりの特性
）になまりが生じるのを効果的に抑制できる。
【００４５】
　図７Ａから図７Ｃは、Linear-Phase Filter方式のフィルタを適用した場合におけるト
ランジェント特性を示す図である。図７Ａは、ウーハーとツィータとの合成波形を示す図
である。図７Ｂは、ウーハーの波形を示す図である。図７Ｃは、ツィータの波形を示す図
である。図７Ｂ、図７Ｃに示すように、ウーハー、ツィータ共に波形の立ち上がりにおけ
るなまりを効果的に抑制できる。このため、図７Ａに示すように、ウーハーとツィータと
の合成波形においても、波形の立ち上がり（破線で囲んだ部分）におけるなまりを効果的
に抑制できる。
【００４６】
　なお、遮断特性（減衰特性）を十分にとるにはＦＩＲのｔａｐ数を増やす必要があった
。しかし、近年音声用のＤＳＰ等のデジタルデバイスが高性能化していることから十分な
遮断特性（減衰特性）が得られるｔａｐ数を有したＦＩＲを構築することが可能である。
このため、Linear-Phase Filterをチャンネルデバイダーとして用いることが可能となっ
た。
【００４７】
　以上のように、第１の実施形態に係る音声出力装置１０は、一体的に形成されたスピー
カボックスの左右にそれぞれ配置されたステレオ音声再生用のウーハーＷ１、Ｗ２とツィ
ータＴ１、Ｔ２との間にツィータＴ３が配置したスピーカ部１０Ｂを具備する。そして、
外部スピーカ２１から２４の使用時には、ツィータＴ１、Ｔ２へのステレオ音声信号の入
力を停止し、ＡＶアンプ３１から供給されるモノラル音声信号をウーハーＷ１、Ｗ２およ
びツィータＴ３へ入力する。つまり、外部スピーカ２１から２４の使用時には、ウーハー
Ｗ１、Ｗ２およびツィータＴ３が５．１ｃｈの音響システムを構成するセンタースピーカ
として機能する。
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　このため、ユーザの正面にセンタースピーカを配置することができ、音声の定位が向上
する。また、ウーハーＷ１、Ｗ２の中心に高音用スピーカであるツィータＴ３を配置して
いるので、スピーカ部１０Ｂをセンタースピーカとして機能させる場合（モノラル音声を
出力）、モノラル音声の特性をより効果的に得ることができ音声の定位感が向上する。ま
た、高音用スピーカであるツィータＴ１、Ｔ２をスピーカ部１０Ｂの両端に配置している
ので、通常のスピーカとして機能させる場合（ステレオ音声を出力）、ステレオの特性と
なる左右の分離感が向上しその特性をより効果的に得ることができる。これにより、ユー
ザによる視聴の弊害となることもなく、また意匠性およびその機能性についても向上する
ことが可能となり、ＡＶ機器が具備しているスピーカとの共存性の問題もなくなる。
【００４９】
　さらに、第１の実施形態では、音声信号処理部１０８をＤＳＰで構成し、ハイパスフィ
ルタＨＰＦ１０８ｆ，１０８ｇやローパスフィルタＬＰＦ１０８ｈとしてLinear-Phase F
ilterを用いている。このため、合成波形のトランジェント特性（立ち上がりの特性）に
なまりが生じるのを効果的に抑制できる。アナログフィルタを構成するＬＣネットワーク
は、最大でもー１８ｄＢ／ｏｃｔが限界であるが、この第１の実施形態に係る音声信号処
理部１０８が具備するフィルタでは、図６Ａから図７Ｃを参照して説明したように遮断特
性を急峻に設定できる。
【００５０】
　このため各スピーカの遮断周波数近傍での相互干渉が低減できる。特に、低音域の音声
信号が入力された場合、破損する可能性のあるツィータ（Tweeter）では、音声信号の遮
断特性を十分に取れるので、使用できる音声帯域を広く（遮断周波数の設定を低く）する
ことができる。また、一般的には、遮断特性（減衰特性）を大きくした場合、遮断周波数
近傍での位相のうねり（位相の回転）が増加する。このため、遮断周波数近傍での各スピ
ーカの音のつながりが悪くなる傾向がある。しかし、この第１の実施形態では、Linear-P
hase Filterを用いるので、遮断周波数近傍での急激な位相の回転（位相変化）を抑制で
きる。このため各スピーカ間の音のつながりを効果的に改善できる。
【００５１】
（その他の実施形態）
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。例えば、第１の実施形態では、
５．１ｃｈの音響システムについて説明したが、センタースピーカを使用する音響システ
ムであれば適用が可能である。また、図１では、記憶再生装置４１を音声出力装置１０へ
接続する構成としたが、記憶再生装置４１をＡＶアンプ３１へ接続する構成としてもよい
。
【符号の説明】
【００５２】
　１…音響システム、１０…音声出力装置、２１から２４…スピーカ、３１…ＡＶアンプ
、４１…記憶再生装置、１０１…選局部、１０２，１０４，１１０…端子、１０３，１０
５…Ｉ／Ｆ、１０６…分離部、１０７…デコード部、１０８…音声処理部、１０９…増幅
部、１１１…リモコン受信部、１１２…リモートコントローラ（リモコン）。
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