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(57)【要約】
【課題】従来のオーディオアンプでは、音場モードを切
り替える際に、ある期間だけオーディオアンプの出力を
ミュートして、あるいは無音再生期間を設けて、変更後
のオーディオ属性に対応するようにオーディオアンプの
動作条件を変更するようにしていた。このため、オーデ
ィオアンプの出力を切り替える際に再生音が途切れたり
不連続になったりして、滑らかに切り替えすることがで
きず使用者に違和感を与えるという問題があった。
【解決手段】本発明の音声出力装置は、複数の音場モー
ドで音声出力することができる音声出力装置において、
音場モードを前記複数の音場モード間で遷移させて他の
音場モードに切り替える際、複数ある出力チャンネルの
うち一部の出力チャンネルの切り替えタイミングを他の
出力チャンネルに対してずらして切り替える音場モード
切り替え手段を備えたことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の音場モードで音声出力することができる音声出力装置において、
音場モードを前記複数の音場モード間で遷移させて他の音場モードに切り替える際、複数
ある出力チャンネルのうち一部の出力チャンネルの切り替えタイミングを他の出力チャン
ネルに対してずらして徐々に切り替える音場モード切り替え手段を備えたことを特徴とす
る音声出力装置。
【請求項２】
　前記音場モード切り替え手段は、音場モードを前記複数の音場モード間で遷移させて他
の音場モードに切り替える際、切り替え前の処理ブロックと切り替え後の処理ブロックが
異なる場合は、切り替えの過渡状態において切り替え前の処理ブロックと切り替え後の処
理ブロックを存在させて切り替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】
　前記音場モード切り替え手段は、特定出力チャンネルの音声がフェードアウトしている
タイミングで該特定出力チャンネルの音声信号の処理ブロックを他の処理ブロックに切り
替えることを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれか一項に記載の音声出力装置。
【請求項４】
　前記複数の音場モードは、５．１ｃｈ入力ＶＳモード、５．１ｃｈ入力ピュア再生モー
ド、５．１ｃｈ入力声強調モード、５．１ｃｈ入力ＯＦＦモード、２ｃｈ入力ＰＬ２＋Ｖ
Ｓモード、２ｃｈ入力ＰＬ２モード、２ｃｈ入力ピュア再生／ＯＦＦモード、２ｃｈ入力
声強調モード、１ｃｈ入力ピュア再生モード、１ｃｈ入力声強調モード、１ｃｈ入力ＯＦ
Ｆモードの少なくとも２つ以上を含むことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか
一項に記載の音声出力装置。
【請求項５】
　音声が左右フロントスピーカとセンタスピーカから出力される音場モード間の切り替え
の場合には、前記左右フロントスピーカの音圧を徐々にフェードアウトした後徐々にフェ
ードインすると共に、前記左右フロントスピーカのフェードアウトに伴う音圧低下を補う
ように前記センタスピーカの音圧をフェードインさせる手段を備えたことを特徴とする請
求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の音声出力装置。
【請求項６】
　前記左右フロントスピーカのフェードアウトに伴う音圧低下を補い、前記左右フロント
スピーカの音圧と前記センタスピーカの音圧を合わせたトータル音圧が切り替えの過渡状
態でほぼ一定になるように前記センタスピーカの音圧を変化させる手段を備えたことを特
徴とする請求項５に記載の音声出力装置。
【請求項７】
　前記左右フロントスピーカの音圧がフェードアウトするタイミングで、前記センタスピ
ーカの音圧が切り替え終了時の音圧になるように徐々に増加させる手段を備えたことを特
徴とする請求項５又は請求項６のいずれか一項に記載の音声出力装置。
【請求項８】
　一本で音声信号と映像信号と制御信号を伝送することができる接続ケーブルと、
前記接続ケーブルを介して供給された音声信号を基に音声出力する手段を備えたことを特
徴とする請求項１乃至請求項７のいずれか一項に記載の音声出力装置。
【請求項９】
　前記接続ケーブルはＨＤＭＩケーブルであり、
前記ＨＤＭＩケーブルを介して少なくとも音声信号を供給するＨＤＭＩソースと、
前記ＨＤＭＩソースから前記ＨＤＭＩケーブルを介して供給された音声信号を基に音声出
力するＨＤＭＩシンクと
を備えたことを特徴とする請求項８に記載の音声出力装置。
【請求項１０】
　前記接続ケーブルはＨＤＭＩケーブルであり、更に、
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ＨＤＭＩシンク側からＨＤＭＩソース側に音声信号を供給する光ケーブルと、
前記ＨＤＭＩシンク側から供給された音声信号を基に前記前記ＨＤＭＩソース側で音声出
力する手段を備えたことを特徴とする請求項８又は請求項９のいずれか一項に記載の音声
出力装置。
【請求項１１】
前記ＨＤＭＩケーブルには制御信号を送受するＣＥＣラインを備え、
前記ＨＤＭＩソースで再生された番組の入力チャンネル数とジャンルを、前記ＣＥＣライ
ンを介してＨＤＭＩシンクに伝送することを特徴とする請求項９又は請求項１０のいずれ
か一項に記載の音声出力装置。
【請求項１２】
　映像表示装置と、請求項１乃至請求項１１のいずれか一項に記載の音声出力装置を備え
たことを特徴とする映像音声出力装置。
【請求項１３】
　複数の音場モードで音声出力することができる音声出力装置の音場モード切り替え方法
において、
複数ある出力チャンネルのうち一部の出力チャンネルの切り替えタイミングを他の出力チ
ャンネルに対してずらして音場モードを徐々に切り替えることを特徴とする音場モード切
り替え方法。
【請求項１４】
　音場モードを前記複数の音場モード間で遷移させて他の音場モードに切り替える際、切
り替え前の処理ブロックと切り替え後の処理ブロックが異なる場合は、切り替えの過渡状
態において切り替え前の処理ブロックと切り替え後の処理ブロックを存在させることを特
徴とする請求項１３に記載の音場モード切り替え方法。
【請求項１５】
　特定出力チャンネルの音声がフェードアウトしているタイミングで該特定出力チャンネ
ルの音声信号の処理ブロックを他の処理ブロックに切り替えることを特徴とする請求項１
３又は請求項１４のいずれか一項に記載の音場モード切り替え方法。
【請求項１６】
　前記複数の音場モードは、５．１ｃｈ入力ＶＳモード、５．１ｃｈ入力ピュア再生モー
ド、５．１ｃｈ入力声強調モード、５．１ｃｈ入力ＯＦＦモード、２ｃｈ入力ＰＬ２＋Ｖ
Ｓモード、２ｃｈ入力ＰＬ２モード、２ｃｈ入力ピュア再生／ＯＦＦモード、２ｃｈ入力
声強調モード、１ｃｈ入力ピュア再生モード、１ｃｈ入力声強調モード、１ｃｈ入力ＯＦ
Ｆモードの少なくとも２つ以上を含むことを特徴とする請求項１３乃至請求項１５のいず
れか一項に記載の音場モード切り替え方法。
【請求項１７】
　音声が左右フロントスピーカとセンタスピーカから出力される音場モード間の切り替え
の場合には、前記左右フロントスピーカの音圧を徐々にフェードアウトした後徐々にフェ
ードインすると共に、前記左右フロントスピーカのフェードアウトに伴う音圧低下を補う
ように前記センタスピーカの音圧をフェードインさせることを特徴とする請求項１３乃至
請求項１６のいずれか一項に記載の音場モード切り替え方法。
【請求項１８】
　前記左右フロントスピーカのフェードアウトに伴う音圧低下を補い、前記左右フロント
スピーカの音圧と前記センタスピーカの音圧を合わせたトータル音圧が切り替えの過渡状
態でほぼ一定になるように前記センタスピーカの音圧を変化させることを特徴とする請求
項１７に記載の音場モード切り替え方法。
【請求項１９】
　前記左右フロントスピーカの音圧がフェードアウトするタイミングで、前記センタスピ
ーカの音圧が切り替え終了時の音圧になるように徐々に増加させることを特徴とする請求
項１７又は請求項１８のいずれか一項に記載の音場モード切り替え方法。
【請求項２０】
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　音声信号と映像信号と制御信号を一本の接続ケーブルで伝送し、
前記接続ケーブルを介して伝送された音声信号を基に音声出力することを特徴とする請求
項１３乃至請求項１９のいずれか一項に記載の音場モード切り替え方法。
【請求項２１】
　前記接続ケーブルはＨＤＭＩケーブルであり、
前記ＨＤＭＩケーブルを介して少なくとも音声信号を供給し、
前記ＨＤＭＩケーブルを介して供給された音声信号を基に音声出力することを特徴とする
請求項２０に記載の音場モード切り替え方法。
【請求項２２】
　前記接続ケーブルはＨＤＭＩケーブルであり、
音声信号を前記ＨＤＭＩシンク側から前記ＨＤＭＩソース側に光ケーブルを介して供給し
、
前記光ケーブルを介して供給された音声信号を基に音声出力することを特徴とする請求項
２０又は請求項２１のいずれか一項に記載の音場モード切り替え方法。
【請求項２３】
　前記ＨＤＭＩソースで再生された番組の入力チャンネル数とジャンルを、前記ＨＤＭＩ
ケーブルに備わるＣＥＣラインを介してＨＤＭＩシンクに伝送することを特徴とする請求
項２１又は請求項２２のいずれか一項に記載の音場モード切り替え方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声再生装置、映像音声再生装置、及びその音場モードの切り替え方法に係
り、特に音場モードを切り替える際に違和感のない音場モードの切り替えを実現する音声
再生装置、映像音声再生装置、及びその音場モードの切り替え方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル放送を受信するテレビ受信機では、テレビ番組とそれに付加されたジャンル情
報やチャンネル情報を受信している。テレビ受信機はこれら付加情報を基に番組内容に適
した音場モードに切り替えるなどの制御を行うことができる。例えば特開２００５－８４
４５９号公報（特許文献１）によれば、入力されたオーディオ信号からオーディオの属性
の変更があったことを検出すると、リアフィルのオン／オフを切り替えたり、オリジナル
コンテンツのオーディオフォーマットに応じてプロロジック（登録商標）等のオン／オフ
を切り替える技術が記載されている。
【特許文献１】特開２００５－８４４５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１に記載された従来技術は、オーディオ属性の変更を検出してオーディオ
アンプの出力を切り替える際に、ある期間だけオーディオアンプの出力をミュートして、
あるいは無音再生期間を設けて、変更後のオーディオ属性に対応するようにオーディオア
ンプの動作条件を変更するようにしている。したがって、オーディオアンプの出力を切り
替える際に再生音が途切れたり不連続になったりして、滑らかに切り替えすることができ
ず使用者に違和感を与えるという問題があった。
【０００４】
　本発明の目的は、上記問題点に鑑み、オーディオアンプの出力を切り替える際に再生音
が途切れたり不連続になったりすることがなく、オーディオアンプの出力状態を滑らかに
切り替えることができる音声再生装置、映像音声再生装置、及びその音場モードの切り替
え方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】



(5) JP 2008-78879 A 2008.4.3

10

20

30

40

50

　本発明の音声出力装置は、複数の音場モードで音声出力することができる音声出力装置
において、音場モードを前記複数の音場モード間で遷移させて他の音場モードに切り替え
る際、複数ある出力チャンネルのうち一部の出力チャンネルの切り替えタイミングを他の
出力チャンネルに対してずらして徐々に切り替える音場モード切り替え手段を備えたこと
を特徴とする。
　また、本発明の音声出力装置は、前記音場モード切り替え手段が、音場モードを前記複
数の音場モード間で遷移させて他の音場モードに切り替える際、切り替え前の処理ブロッ
クと切り替え後の処理ブロックが異なる場合は、切り替えの過渡状態において切り替え前
の処理ブロックと切り替え後の処理ブロックを存在させて切り替えることを特徴とする。
　また、本発明の音声出力装置は、前記音場モード切り替え手段が、特定出力チャンネル
の音声がフェードアウトしているタイミングで該特定出力チャンネルの音声信号の処理ブ
ロックを他の処理ブロックに切り替えることを特徴とする。
　また、本発明の音声出力装置は、前記複数の音場モードが、５．１ｃｈ入力ＶＳモード
、５．１ｃｈ入力ピュア再生モード、５．１ｃｈ入力声強調モード、５．１ｃｈ入力ＯＦ
Ｆモード、２ｃｈ入力ＰＬ２＋ＶＳモード、２ｃｈ入力ＰＬ２モード、２ｃｈ入力ピュア
再生／ＯＦＦモード、２ｃｈ入力声強調モード、１ｃｈ入力ピュア再生モード、１ｃｈ入
力声強調モード、１ｃｈ入力ＯＦＦモードの少なくとも２つ以上を含むことを特徴とする
。
　また、本発明の音声出力装置は、音声が左右フロントスピーカとセンタスピーカから出
力される音場モード間の切り替えの場合には、前記左右フロントスピーカの音圧を徐々に
フェードアウトした後徐々にフェードインすると共に、前記左右フロントスピーカのフェ
ードアウトに伴う音圧低下を補うように前記センタスピーカの音圧をフェードインさせる
手段を備えたことを特徴とする。
　また、本発明の音声出力装置は、前記左右フロントスピーカのフェードアウトに伴う音
圧低下を補い、前記左右フロントスピーカの音圧と前記センタスピーカの音圧を合わせた
トータル音圧が切り替えの過渡状態でほぼ一定になるように前記センタスピーカの音圧を
変化させる手段を備えたことを特徴とする。
　また、本発明の音声出力装置は、前記左右フロントスピーカの音圧がフェードアウトす
るタイミングで、前記センタスピーカの音圧が切り替え終了時の音圧になるように徐々に
増加させる手段を備えたことを特徴とする。
　また、本発明の音声出力装置は、一本で音声信号と映像信号と制御信号を伝送すること
ができる接続ケーブルと、前記接続ケーブルを介して供給された音声信号を基に音声出力
する手段を備えたことを特徴とする。
　また、本発明の音声出力装置は、前記接続ケーブルがＨＤＭＩケーブルであり、前記Ｈ
ＤＭＩケーブルを介して少なくとも音声信号を供給するＨＤＭＩソースと、前記ＨＤＭＩ
ソースから前記ＨＤＭＩケーブルを介して供給された音声信号を基に音声出力するＨＤＭ
Ｉシンクとを備えたことを特徴とする。
　また、本発明の音声出力装置は、前記接続ケーブルがＨＤＭＩケーブルであり、更に、
ＨＤＭＩシンク側からＨＤＭＩソース側に音声信号を供給する光ケーブルと、前記ＨＤＭ
Ｉシンク側から供給された音声信号を基に前記前記ＨＤＭＩソース側で音声出力する手段
を備えたことを特徴とする。
　また、本発明の音声出力装置は、前記ＨＤＭＩケーブルには制御信号を送受するＣＥＣ
ラインを備え、前記ＨＤＭＩソースで再生された番組の入力チャンネル数とジャンルを、
前記ＣＥＣラインを介してＨＤＭＩシンクに伝送することを特徴とする。
　また、本発明の映像音声出力装置は、映像表示装置と、上記記載の音声出力装置を備え
たことを特徴とする。
　また、本発明の音場モード切り替え方法は、複数の音場モードで音声出力することがで
きる音声出力装置の音場モード切り替え方法において、複数ある出力チャンネルのうち一
部の出力チャンネルの切り替えタイミングを他の出力チャンネルに対してずらして音場モ
ードを徐々に切り替えることを特徴とする。
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　また、本発明の音場モード切り替え方法は、音場モードを前記複数の音場モード間で遷
移させて他の音場モードに切り替える際、切り替え前の処理ブロックと切り替え後の処理
ブロックが異なる場合は、切り替えの過渡状態において切り替え前の処理ブロックと切り
替え後の処理ブロックを存在させることを特徴とする。
　また、本発明の音場モード切り替え方法は、特定出力チャンネルの音声がフェードアウ
トしているタイミングで該特定出力チャンネルの音声信号の処理ブロックを他の処理ブロ
ックに切り替えることを特徴とする。
　また、本発明の音場モード切り替え方法は、前記複数の音場モードは、５．１ｃｈ入力
ＶＳモード、５．１ｃｈ入力ピュア再生モード、５．１ｃｈ入力声強調モード、５．１ｃ
ｈ入力ＯＦＦモード、２ｃｈ入力ＰＬ２＋ＶＳモード、２ｃｈ入力ＰＬ２モード、２ｃｈ
入力ピュア再生／ＯＦＦモード、２ｃｈ入力声強調モード、１ｃｈ入力ピュア再生モード
、１ｃｈ入力声強調モード、１ｃｈ入力ＯＦＦモードの少なくとも２つ以上を含むことを
特徴とする。
　また、本発明の音場モード切り替え方法は、音声が左右フロントスピーカとセンタスピ
ーカから出力される音場モード間の切り替えの場合には、前記左右フロントスピーカの音
圧を徐々にフェードアウトした後徐々にフェードインすると共に、前記左右フロントスピ
ーカのフェードアウトに伴う音圧低下を補うように前記センタスピーカの音圧をフェード
インさせることを特徴とする。
　また、本発明の音場モード切り替え方法は、前記左右フロントスピーカのフェードアウ
トに伴う音圧低下を補い、前記左右フロントスピーカの音圧と前記センタスピーカの音圧
を合わせたトータル音圧が切り替えの過渡状態でほぼ一定になるように前記センタスピー
カの音圧を変化させることを特徴とする。
　また、本発明の音場モード切り替え方法は、前記左右フロントスピーカの音圧がフェー
ドアウトするタイミングで、前記センタスピーカの音圧が切り替え終了時の音圧になるよ
うに徐々に増加させることを特徴とする。
　また、本発明の音場モード切り替え方法は、音声信号と映像信号と制御信号を一本の接
続ケーブルで伝送し、前記接続ケーブルを介して伝送された音声信号を基に音声出力する
ことを特徴とする。
　また、本発明の音場モード切り替え方法は、前記接続ケーブルはＨＤＭＩケーブルであ
り、前記ＨＤＭＩケーブルを介して少なくとも音声信号を供給し、前記ＨＤＭＩケーブル
を介して供給された音声信号を基に音声出力することを特徴とする。
　また、本発明の音場モード切り替え方法は、前記接続ケーブルはＨＤＭＩケーブルであ
り、音声信号を前記ＨＤＭＩシンク側から前記ＨＤＭＩソース側に光ケーブルを介して供
給し、前記光ケーブルを介して供給された音声信号を基に音声出力することを特徴とする
。
　また、本発明の音場モード切り替え方法は、前記ＨＤＭＩソースで再生された番組の入
力チャンネル数とジャンルを、前記ＨＤＭＩケーブルに備わるＣＥＣラインを介してＨＤ
ＭＩシンクに伝送することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、音場モードを切り替える際に再生音が途切れたり不連続になったりす
ることがなく、オーディオアンプの出力状態を滑らかに切り替えることができる効果を奏
する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を、図面を参照して具体的に説明する。
【０００８】
　図１乃至図３は、本発明をテレビ受信機１、オーディオ機器２、レコーダ３～５などを
、ＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）端子１０～１７を備えたＨＤＭＩ
ケーブル６～９、及び光ケーブル１８で接続して、映像信号、音声信号、制御信号の授受
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を行い、映像や音声の再生を行う第１～第３の実施の形態を示している。
【０００９】
　図１はテレビ受信機１とオーディオ機器２をＨＤＭＩケーブル６と光ケーブル１８で接
続した第１の実施の形態であり、図２はテレビ受信機１と２台のレコーダ３、４をＨＤＭ
Ｉケーブル７及びＨＤＭＩケーブル８で接続した第２の実施の形態であり、図３はテレビ
受信機１とオーディオ機器２をＨＤＭＩケーブル６と光ケーブル１８で接続し更にオーデ
ィオ機器２とレコーダ５をＨＤＭＩケーブル９で接続した第３の実施の形態である。
【００１０】
　ＨＤＭＩ端子１０～１７は、ディスプレイ接続技術のＤＶＩ（Digital Visual Interfa
ce）端子をＡＶ向けにアレンジして開発されたもので、次世代テレビ向けのインターフェ
ース規格に基づいた接続端子である。ＨＤＭＩ端子では１本のケーブルで映像信号、音声
信号、制御信号を合わせて送ることができ、制御信号は双方向にも伝送させることができ
るため、機器間をシンプルに接続でき、１台のリモコンで複数のＡＶ機器を制御すること
ができるようになる。
【００１１】
　図１乃至図３におけるＨＤＭＩケーブル６～９部分の詳細な接続関係を図４に示す。
【００１２】
　図４において、２１は映像データと音声データの送り側であるＨＤＭＩソース、２２は
映像データと音声データの受け側のＨＤＭＩシンクを示している。例えば図２で言えばレ
コーダ３とレコーダ４がＨＤＭＩソース２１に相当し、テレビ受信機１がＨＤＭＩシンク
２２に相当している。ＨＤＭＩソース２１にはＨＤＭＩ送信機２３が備わり、ＨＤＭＩシ
ンク２２にはＨＤＭＩ受信機２４が備わっている。２５は両端にＨＤＭＩ端子２６、２７
を備えたＨＤＭＩケーブルである。
【００１３】
　ＨＤＭＩ送信機２３に入力された映像信号、音声信号、及び制御状態信号がＴＭＤＳチ
ャンネル２８（ＴＭＤＳチャンネル０～２とＴＭＤＳクロックチャンネル）を通してＨＤ
ＭＩシンク２２にシリアル伝送される。ＨＤＭＩシンク２２ではＴＭＤＳクロックチャン
ネルを通して送られたクロック信号を基に、ＴＭＤＳチャンネル２８を通して送られた映
像信号、音声信号、制御状態信号を再生する。なお、音声信号と制御状態信号は映像信号
のブランキング期間を利用して伝送される。
【００１４】
　また、ＨＤＭＩケーブル２５にはＣＥＣ（Consumer Electronics Control）ライン２９
とＤＤＣ（Display Data Channel）ライン３０も配置されている。ＣＥＣライン２９とＤ
ＤＣライン３０は双方向ラインであり、これらの信号ラインを通じ機器間で制御信号のや
り取りが行われる。
【００１５】
　例えば、後述するように、テレビ受信機１やオーディオ機器２の音場モードを切り替え
るため、テレビ受信機１、オーディオ機器２、及びレコーダ３～５の間で、番組ジャンル
情報やチャンネル数（コンテンツに関する付加情報）に応じた制御信号がＣＥＣライン２
９を通してやり取りされる。また例えば、テレビ受信機１やレコーダ３～５は、自己に直
接的又は間接的に外部接続された機器の映像表示仕様や音声出力仕様などを、ＥＤＩＤ（
Extended Display Identification）－ＲＯＭ３１からＤＤＣライン３０を通して読み取
り、接続されている機器の仕様にあった映像信号と音声信号を送信するようになっている
。
【００１６】
　図５は、図３の第３の実施の形態を、概略の制御ブロック図で示したものである。
【００１７】
　図５において、４１～４３はホストＣＰＵである。また、４４はモニタマイコン、４５
、４６はフロントマイコンである。４７～４９はインターフェース回路である。また、５
０、５１はＨＤＭＩ受信用ＬＳＩである。また、５２、５３はＨＤＭＩ送信用ＬＳＩであ
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る。インターフェース４７、４８、４９間はＣＥＣラインで接続されている。ＨＤＭＩ受
信用ＬＳＩ５０、５１はＨＤＭＩ受信機２４をＬＳＩ化したもの、ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ
５２、５３はＨＤＭＩ送信機２３をＬＳＩ化したものである。
【００１８】
　ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ５３は送信先としてＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ５０が接続されている
。またＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ５２は送信先としてＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ５１が接続されて
いる。またＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ５３は、ＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ５１がＨＤＭＩ送信用Ｌ
ＳＩ５２から受信したデータを受け取ることができるように、ＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ５１
に接続されている。
【００１９】
　ホストＣＰＵ４１～４３は、モニターマイコン４４、フロントマイコン４５、４６、イ
ンターフェース回路４７～４９、ＣＥＣラインを介して相互に通信することができる。ま
た、ホストＣＰＵ４１～４３は、ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ５２、５３を制御し、ＴＭＤＳチ
ャンネルを介して映像信号、音声信号、制御状態信号を送信することができる。また、Ｈ
ＤＭＩ受信用ＬＳＩ５０、５１を制御し、ＴＭＤＳチャンネルを介して映像信号、音声信
号、制御状態信号を受信することができる。
【００２０】
　ＨＤＭＩケーブル６は、映像信号、音声信号、制御状態信号の伝送方向が一方向のみ可
能なので、テレビ受信機１が放送局から受信した番組の音声をオーディオ機器２のスピー
カで再生する場合には、テレビ受信機１からオーディオ機器２へ音声データを送る光ケー
ブル１８が設けられる。５４，５５は光ケーブル用インターフェースである。
【００２１】
　例えば、ユーザによって操作されるリモコン（図示なし）からの指令により、テレビ受
信機１がレコーダ５の映像信号、音声信号を受信して映像表示及び音声出力する場合には
、テレビ受信機１のホストＣＰＵ４１はレコーダ５のホストＣＰＵ４３に対して映像信号
と音声信号を送信するよう制御信号を送る。
【００２２】
　この制御信号はモニタマイコン４４、インターフェース回路４７、ＣＥＣライン、イン
ターフェース回路４９、フロントマイコン４６を介してホストＣＰＵ４３に伝達される。
ホストＣＰＵ４１からの制御信号を受け取ったホストＣＰＵ４３はＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ
５２を制御してテレビ受信機１に向けて映像信号と音声信号を送信する。ＨＤＭＩ送信用
ＬＳＩ５２から送信された映像信号と音声信号は一旦オーディオ機器２のＨＤＭＩ受信用
ＬＳＩ５１で受信される。このときホストＣＰＵ４２は受信された信号が自己向けでない
と判断し、再びＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ５３からテレビ受信機１に向けて映像信号と音声信
号を送信する。ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ５３から送信された映像信号と音声信号はテレビ受
信機１のＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ５０で受信され、ホストＣＰＵ４１が自己向けに送信され
た信号と判断したら受信したデータを取り込む。
【００２３】
　テレビ受信機１はこのようにしてレコーダ５からの映像信号と音声信号を基に映像表示
、音声出力を行うことができる。また、レコーダ５で再生された番組ジャンル情報やチャ
ンネル数（コンテンツに関する付加情報）をレコーダ５のホストＣＰＵ４３からテレビ受
信機１のホストＣＰＵ４１に、フロントマイコン４６、インターフェース回路４９、ＣＥ
Ｃライン、インターフェース回路４７、モニタマイコン４４を介して送信する。テレビ受
信機１は、上記番組ジャンル情報やチャンネル数（コンテンツに関する付加情報）に応じ
てスピーカ出力モードを番組に適した構成に制御する。別の手段として、レコーダ５から
再生された番組ジャンル情報やチャンネル数（コンテンツに関する付加情報）そのものを
送るのではなく、この情報をもとにスピーカ出力モードが番組に適したものになるよう制
御情報を送っても良い。
【００２４】
　また、他の例として、例えば、ユーザによって操作されるリモコン（図示なし）からの



(9) JP 2008-78879 A 2008.4.3

10

20

30

40

50

指令により、レコーダ５の映像信号を基にテレビ受信機１で映像表示し、レコーダ５の音
声信号を基にオーディオ機器２で音声出力する場合には、ホストＣＰＵ４１はレコーダ５
のホストＣＰＵ４３に対して、映像信号をテレビ受信機１に送信し音声信号をオーディオ
機器２に送信するよう制御信号を送る。
【００２５】
　この制御信号はモニタマイコン４４、インターフェース回路４７、ＣＥＣライン、イン
ターフェース回路４９、フロントマイコン４６を介してホストＣＰＵ４３に伝達される。
ホストＣＰＵ４１からの制御信号を受け取ったホストＣＰＵ４３はＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ
５２を制御してテレビ受信機１に向けて映像信号を送信し、オーディオ機器２に向けて音
声信号を送信する。ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ５２から送信された映像信号と音声信号は一旦
オーディオ機器２のＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ５１で受信される。このときホストＣＰＵ４２
は受信された信号の内映像信号は自己向けでないと判断し、映像信号を再びＨＤＭＩ送信
用ＬＳＩ５３からテレビ受信機１のＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ５０に向けて映像信号を送信す
る。ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ５３から送信された映像信号はテレビ受信機１のＨＤＭＩ受信
用ＬＳＩ５０で受信される。このときホストＣＰＵ４１は自己向けに送信された映像信号
と判断し、受信したデータを取り込む。
【００２６】
　このようにしてテレビ受信機１は自己の映像表部に映像を表示する。
【００２７】
　一方ホストＣＰＵ４２は音声信号が自己向けであると判断するので自己向け音声データ
として取り込み、オーディオ機器２は取り込んだ音声データを基に自己のスピーカから音
声を出力する。また、レコーダ５で再生された番組ジャンル情報やチャンネル数（コンテ
ンツに関する付加情報）をレコーダ５のホストＣＰＵ４３からオーディオ機器２のホスト
ＣＰＵ４２に、フロントマイコン４６、インターフェース回路４９、ＣＥＣライン、イン
ターフェース回路４８、フロントマイコン４５を介して送信する。オーディオ機器２は、
上記番組ジャンル情報やチャンネル数（コンテンツに関する付加情報）に応じてスピーカ
出力モードを番組に適した構成に制御する。別の手段として、レコーダ５から再生された
番組ジャンル情報やチャンネル数（コンテンツに関する付加情報）そのものを送るのでは
なく、この情報をもとにスピーカ出力モードが番組に適したものになるよう制御情報を送
っても良い。
【００２８】
　このようにレコーダ５の映像信号、音声信号を基に、テレビ受信機１で映像表示し、オ
ーディオ機器２で音声を出力することができる。また、ホストＣＰＵ４３はＨＤＭＩケー
ブル９のＣＥＣラインを介して番組ジャンル情報やチャンネル数（コンテンツに関する付
加情報）もしくは、この情報をもとにスピーカ出力モードが番組に適したものになるよう
な制御情報を送る。
これらの情報を受信して、オーディオ機器２はスピーカ出力モードを番組に適した構成に
制御する。
【００２９】
　また、更に他の例として、例えば、テレビ受信機１のホストＣＰＵが、ユーザによって
操作されるリモコン（図示なし）からの指令により、テレビ受信機１が放送局からの放送
番組を受信して映像をテレビ受信機１で表示し、音声をオーディオ機器２から出力する場
合には、テレビ受信機１の通常の処理でテレビ受信機１の表示部に映像を表示し、音声は
テレビ受信機に備わるスピーカからの出力を停止し、代わりに光ケーブル１８を通して音
声データをオーディオ機器２へ送る。
【００３０】
　また、ホストＣＰＵ４１は番組ジャンル情報やチャンネル数（コンテンツに関する付加
情報）をテレビ受信機１のホストＣＰＵ４１からオーディオ機器２のホストＣＰＵ４２に
、モニタマイコン４４、インターフェース回路４７、ＣＥＣライン、インターフェース回
路４８、フロントマイコン４５を介して送信する。オーディオ機器２は、上記番組ジャン
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ル情報やチャンネル数（コンテンツに関する付加情報）に応じてスピーカ出力モードを番
組に適した構成に制御する。別の手段として、テレビ受信機１は番組ジャンル情報やチャ
ンネル数（コンテンツに関する付加情報）そのものを送るのではなく、この情報をもとに
スピーカ出力モードが番組に適したものになるよう制御情報を送っても良い。
【００３１】
　これにより、テレビ受信機１が受信した放送番組の映像をテレビ受信機１の表示機によ
り表示し、放送番組内容に対応した音場モードでオーディオ機器２のスピーカから音声を
出力することができるようになる。
【００３２】
　このように、ＨＤＭＩケーブルと光ケーブルにより相互接続されたテレビ受信機１、オ
ーディオ機器２、レコーダ５は、リモコンでテレビ受信機１に操作信号を送ることにより
種々の再生モードを実現できるようになる。上記再生モードの例の他にも種々の再生モー
ドが考えられ、この場合、種々の再生モードを実現するに当たり音声データを双方向に送
受信することが必要な箇所には光ケーブルが追加的に備えられる。
【００３３】
　図６は、図３に示した第３の実施の形態における、テレビ受信機１、オーディオ機器２
、レコーダ５の制御構成を更に詳細に示した図である。
【００３４】
　図６を参照すると、本実施の形態のテレビジョン受信装置１は、アンテナ１０４と、チ
ューナ１０５と、多重化復元部１０６と、映像復号部１０７と、音声復号部１２０と、コ
ンテンツ情報復号部１１１と、表示部１０９と、オーディオ制御部１２１と、システムコ
ントローラ１１５と、左右のフロントスピーカ１２９、１３０と、センタスピーカ１３１
と、サブウーファ１３２と、リモコン受光部１１６と、リモコン１１７と、アンプ１２５
～１２８と、ボリューム１２４と、メモリ１１８と、操作部１１９と、セレクタ１０８、
１１２と、ＨＤＭＩ受信ＬＳＩ１１０と、デジタルオーディオインターフェース変調部１
１３と、発光素子１１４と、双方向インターフェース回路１３３と、ＥＤＩＤ－ＲＯＭ１
３４を具備している。
【００３５】
　チューナ１０５は、アンテナ１０４によって受信された放送信号から所望の周波数のチ
ャンネルを選局し、復調処理を行う。なお、アンテナ１０４によって受信される放送信号
は、地上デジタル放送、ＢＳデジタル放送、１１０度ＣＳデジタル放送等であり、チュー
ナ１０５によって復調される信号は、コンテンツの映像信号と音声信号および当該コンテ
ンツに関する付加情報が時分割複合化された多重化信号として多重化復元部１０６に出力
される。また、コンテンツとは、放送局からの放送信号によって供給される番組に限らず
、インターネット等のネットワークを介して得られる番組を含むものとし、この場合には
、ネットワークからコンテンツの映像信号と音声信号および当該コンテンツに関する付加
情報が時分割複合化された多重化信号が多重化復元部１０６に出力される。
【００３６】
　多重化復元部１０６は、チューナ１０５（もしくはネットワーク、記録媒体の再生装置
）から入力された多重化信号を基に、視聴したい番組の映像信号、音声信号、付加情報を
分離する。分離した映像信号は映像復号部１０７に出力され、分離した音声信号は音声復
号部１２０に出力され、分離した付加情報はコンテンツ情報復号部１１１に出力される。
なお、付加情報は、入力信号に多重されているジャンルコードや、ＥＰＧ（Electronic P
rogramming Guide）等の情報であり、コンテンツのジャンル（「映画」、「ドラマ」、「
音楽」、「ドキュメンタリ」、「ニュース」等）が含まれているものとする。
【００３７】
　映像復号部１０７は、多重化復元部１０６から入力された映像信号を復号化し、復号化
された映像信号はセレクタ１０８を介して表示部１０９に出力され映像表示される。表示
部１０９としては、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、ＣＲＴ等の表示手段が用
いられる。
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【００３８】
　音声復号部１２０は、セレクタ１１２を介して多重化復元部１０６から入力された音声
信号を復号化し、復号化された音声信号は、オーディオ制御部１２１によって加工された
後、ボリューム１２４を介してアンプ１２５～１２８で増幅され、左右のフロントスピー
カ１２９、１３０と、センタスピーカ１３１と、サブウーファ１３２とから音声出力され
る。
【００３９】
　コンテンツ情報復号部１１１は、多重化復元部１０６から入力された付加情報を復号化
すると共に、復号化された付加情報からジャンルを抽出し、抽出したジャンルがコンテン
ツ情報としてシステムコントローラ１１５に出力される。なお、同一のコンテンツに複数
のジャンルが設定されている場合、すなわち付加情報として同一のコンテンツに複数のジ
ャンルが含まれている場合には、抽出した複数のジャンルがシステムコントローラ１１５
に出力される。
【００４０】
　オーディオ制御部１２１は、音声復号部１２０によって復号化された音声信号に加工を
施す音質調整手段であり、チャンネル数変換処理部１９１と、音場変更処理部１９２と、
強調処理部１９３と、イコライザ処理部１９４とからなる。
【００４１】
　チャンネル数変換処理部１９１は、音声復号部１２０によって復号化された音声信号の
入力チャンネル数を変換する機能を有し、チャンネル数変換処理として、例えば、５．１
ｃｈの音声信号を３．１ｃｈ又は１ｃｈに、２ｃｈの音声信号を１ｃｈに、３．１ｃｈの
音声信号を１ｃｈにそれぞれ変換するダウンミックス処理、５．１ｃｈの音声信号を３．
１ｃｈ又は２ｃｈに変換するバーチャルサラウンド処理、２ｃｈの音声信号を３．１ｃｈ
又は５．１ｃｈに変換するマトリクスデコード処理、１ｃｈの音声信号を２ｃｈに変換す
るステレオ変換処理が行われる。
【００４２】
　音場変更処理部１９２は、音場、すなわちリスニング環境を変更する機能を有し、例え
ば、後方にスピーカが存在しないにもかかわらず、あたかも後方に音源があるかのように
感じるバーチャルサラウンド処理、仮想的なスピーカ位置をスピーカの外側に移動させる
スピーカ位置変更処理などを行なう。
【００４３】
　チャンネル数変換処理部１９１と音場変更処理部１９２による処理はバーチャルサラウ
ンドやプロロジック２（登録商法）などの各音場モードを実現する処理であり、以下バー
チャルサラウンドにより実現される音場モードを「ＶＳモード」、プロロジック２により
実現される音場モードを「ＰＬ２モード」と言うことにする。
【００４４】
　強調処理部１９３は、センタスピーカ１３１からの音声出力を他のスピーカからの音声
出力よりも強調する機能を有し、例えば、センタスピーカ１３１から出力される音声信号
のみを増幅するセンタ強調処理、センタスピーカ１３１から出力される音声信号を増幅す
ると共に、他のスピーカから出力される音声信号を減幅するバランス調整処理が行われる
。このセンタスピーカ１３１からの音声出力を他のスピーカから音声出力よりも強調する
音場モードを「声強調モード」と言うことにする。
【００４５】
　イコライザ処理部１９４は、周波数帯域毎に、ゲインを増減して音質をコントロールす
る機能を有し、左右のフロントスピーカ１２９、１３０の指向性による周波数特性を補正
する指向性補正処理を行うと共に、低音を増幅する低音増強処理を行う。
【００４６】
　ボリューム１２４はシステムコントローラ１１５の指示にしたがって各スピーカの音圧
（音量）を制御する。
【００４７】
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　リモコン受光部１１６は、リモコン１１７からの操作信号（赤外線）を受信し、受信し
た操作信号を電気信号に変換してシステムコントローラ１１５に出力する。
【００４８】
　メモリ１１８は、コンテンツ情報復号部１１１によって抽出されたコンテンツ情報が記
憶されると共に、コンテンツのジャンルおよびチャンネル数に応じた音場モードが定義さ
れている音場モードテーブルが記憶されている（後述の図９参照）。
【００４９】
　ＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ１１０はＨＤＭＩケーブル６を介して受信した信号から映像信号
と映像信号を分離再生し、映像信号をセレクタ１０８へ出力し、音声信号をセレクタ１１
２へ出力する。
【００５０】
　セレクタ１０８はシステムコントローラ１１５からの指示により映像復号部１０７から
の映像信号、又はＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ１１０からの映像信号のいずれか一方を選択して
表示部１０９へ出力する。またセレクタ１１２はシステムコントローラ１１５からの指示
により多重化復元部１０６からの音声信号、又はＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ１１０からの音声
信号のいずれか一方を選択して音声復号部１２０とデジタルオーディオインターフェース
変調部１１３へ出力する。
【００５１】
　デジタルオーディオインターフェース変調部１１３はセレクタ１１２から入力した音声
データを光ケーブル伝送用信号に変調して発光素子１１４に出力する。発光素子１１４は
デジタルオーディオインターフェース変調部１１３からの信号に応じて発光し、この光は
光ケーブル１８によりオーディオ機器２に向けて伝送される。
【００５２】
　また、双方向インターフェース回路１３３がシステムコントローラ１１５とＨＤＭＩケ
ーブル６のＣＥＣラインとの間に備わり、送受信される信号の双方向バッファ回路を構成
する。
【００５３】
　ＥＤＩＤ－ＲＯＭ１３４には、テレビ受信機１の映像表示仕様や音声出力仕様が記憶さ
れており、ＨＤＭＩケーブル６、９のＤＤＣラインを介してオーディオ機器２やレコーダ
５にこれらの映像表示仕様又は音声出力仕様情報を伝達する。図示はしていないが、ＨＤ
ＭＩ端子にはホットプラグ検出端子が備わっているので、ＨＤＭＩ端子が接続されたとき
にホットプラグ検出機能を使用してこれらの映像表示仕様又は音声出力仕様情報がオーデ
ィオ機器２あるいはレコーダ５に伝達される。
【００５４】
　また、本実施の形態のオーディオ機器２は、システムコントローラ１５６と、セレクタ
１４２と、音声復調部１４３と、オーディオ制御部１４４と、ボリューム１４７と、アン
プ１４８～１５１と、左右のフロントスピーカ１５２、１５３と、センタスピーカ１５４
と、サブウーファ１５５と、ＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ１５９と、ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ１６
０と、受光素子１４０と、デジタルオーディオインターフェース復調部１４１と、双方向
インターフェース回路１５７と、ＥＤＩＤ－ＲＯＭ１５８を具備している。
【００５５】
　光ケーブル１８を介して発光素子１１４からの音声信号がオーディオ機器２の受光素子
１４０に入力されると、受光素子１４０は光信号を電気信号に変換して、デジタルオーデ
ィオインターフェース復調部１４１に出力する。デジタルオーディオインターフェース復
調部１４１は光伝送用に変調された信号を復調し、該復調された信号はセレクタ１４２を
介して音声復調部１４３に入力されて音声信号として復調される。復調された音声信号は
オーディオ制御部１４４に入力される。
【００５６】
　オーディオ制御部１４４に入力された音声信号はオーディオ制御部１４４によって加工
された後、ボリューム１４７を介してアンプ１４８～１５１で増幅され、左右のフロント
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スピーカ１５２、１５３と、センタスピーカ１５４と、サブウーファ１５５とから音声出
力される。ボリューム１４７はシステムコントローラ１５６の指示にしたがって各スピー
カの音圧を制御する。
【００５７】
　オーディオ制御部１４４は、音声復調部１４３によって復調された音声信号に加工を施
す音質調整手段であり、チャンネル数変換処理部１８１と、音場変更処理部１８２と、強
調処理部１８３と、イコライザ処理部１８４とからなる。
【００５８】
　チャンネル数変換処理部１８１は、音声復調部１４３によって復調された音声信号のチ
ャンネル数を変換する機能を有し、チャンネル数変換処理として、例えば、５．１ｃｈの
音声信号を３．１ｃｈ又は１ｃｈに、２ｃｈの音声信号を１ｃｈに、３．１ｃｈの音声信
号を１ｃｈにそれぞれ変換するダウンミックス処理、５．１ｃｈの音声信号を３．１ｃｈ
又は２ｃｈに変換するバーチャルサラウンド処理、２ｃｈの音声信号を３．１ｃｈ又は５
．１ｃｈに変換するマトリクスデコード処理、１ｃｈの音声信号を２ｃｈに変換するステ
レオ変換処理を行う。
【００５９】
　音場変更処理部１８２は、音場、すなわちリスニング環境を変更する機能を有し、例え
ば、後方にスピーカが存在しないにもかかわらず、あたかも後方に音源があるかのように
感じるバーチャルサラウンド処理、仮想的なスピーカ位置をスピーカの外側に移動させる
スピーカ位置変更処理などを行う。
【００６０】
　チャンネル数変換処理部１８１と音場変更処理部１８２による処理は、前述のチャンネ
ル数変換処理部１９１、音場変更処理部１９２と同様に「ＶＳモード」、「ＰＬ２モード
」などの各音場モードを実現するための処理である。
【００６１】
　強調処理部１８３による処理は、強調処理部１９３と同様に「声強調モード」を実現す
るための処理である。
【００６２】
　イコライザ処理部１８４は、イコライザ処理部１９４と同様に、周波数帯域毎に、ゲイ
ンを増減して音質をコントロールする機能を有し、フロントスピーカ１５２、１５３の指
向性による周波数特性を補正する指向性補正処理を行うと共に、低音を増幅する低音増強
処理を行う。
【００６３】
　また、双方向インターフェース回路１５７がシステムコントローラ１５６とＨＤＭＩケ
ーブル６、９のＣＥＣラインとの間に備わり、送受信される信号の双方向バッファ回路を
構成する。
【００６４】
　また、ＥＤＩＤ－ＲＯＭ１５８には、オーディオ機器２の音声出力仕様が記憶されてお
り、ＨＤＭＩケーブル６、９のＤＤＣラインを介してテレビ受信機１やレコーダ５にこの
音声出力仕様情報を伝達する。図示はしていないが、ＨＤＭＩ端子にはホットプラグ検出
端子が備わっているので、ＨＤＭＩ端子が接続されたときにホットプラグ検出機能を使用
してこれらの映像表示仕様や音声出力仕様情報がテレビ受信機１あるいはレコーダ５に伝
達される。
【００６５】
　ＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ１５９は、ＨＤＭＩケーブルを介して受信したレコーダ５からの
映像信号と映像信号を分離再生し、映像信号をＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ１６０へ出力し、音
声信号をＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ１６０とセレクタ１４２へ出力する。
【００６６】
　また、ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ１６０はＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ１５９から入力した映像信
号と音声信号をＨＤＭＩケーブル６のＴＭＤＳチャンネル１６７を介してテレビ受信機１
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のＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ１１０に出力する。ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ１６０からＨＤＭＩ受
信用ＬＳＩ１１０に出力される信号は、図４に示したようにＨＤＭＩ規格に基づいた信号
（ＴＭＤＳリンクといわれる映像、音声、クロック信号）とされて送信される。
【００６７】
　セレクタ１４２はシステムコントローラ１５６からの指示によりデジタルオーディオイ
ンターフェース復調部１４１からの音声信号、又はＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ１５９からの音
声信号のいずれか一方を選択して音声複合部１４３へ出力する。
【００６８】
　また、本実施の形態のレコーダ５は、システムコントローラ１７２と、ＨＤＭＩ送信用
ＬＳＩ１７１を具備している。ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ１７１はシステムコントローラ１７
２の指示に従い、レコーダ５内部の記憶手段に記憶した映像データ、ＨＤＭＩ送信用ＬＳ
Ｉ１７１からオーディオ機器２のＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ１５９に向けて映像信号と音声デ
ータを送信する。また、システムコントローラ１７２は、図示されていないホットプラグ
検出機能を使用して、テレビ受信機１のＥＤＩＤ－ＲＯＭに記憶された映像表示仕様、音
声出力仕様、あるいはオーディオ機器２のＥＤＩＤ－ＲＯＭに記憶された音声出力仕様の
データをＤＤＣライン１６６を通して読み取ることができる。また、システムコントロー
ラ１７２はＣＥＣライン１６５を通してテレビ受信機１又はオーディオ機器２のシステム
コントローラ１１５、１５６と制御信号の授受ができるようになっている。図示していな
いがレコーダ内部では、ＣＥＣラインには双方向バッファ、ＤＤＣラインにはＥＤＩＤ　
ＲＯＭがＴＶの１３３や１３４と同様の構成で接続されている。
【００６９】
　次に、ユーザによって操作されるリモコン１１７からの指令により、テレビ受信機１が
放送局からの放送番組を受信してテレビ受信機１の表示部１０９で映像表示し、オーディ
オ機器２のスピーカ１５２～１５５から音声出力する場合の、映像信号、音声信号、及び
制御信号の流れを、図７にしたがって説明する。図７は図６に示した構成図と同じである
。
【００７０】
　オーディオ機器２の音声出力仕様は、テレビ受信機１がオーディオ機器２にＨＤＭＩケ
ーブル６を介して接続された際、システムコントローラ１１５によりＥＤＩＤ－ＲＯＭ１
５８の音声出力仕様データが読み取られて、予めメモリ１１８に記憶されている。
【００７１】
　まず、テレビ受信機１はアンテナ１０４からの放送番組を受信できる状態にあるとする
。
【００７２】
　ユーザがリモコンを操作して、テレビ受信機１が放送局からの放送番組を受信して映像
をテレビ受信機１の表示部１０９で表示し、音声をオーディオ機器２のスピーカ１５２～
１５５から出力するように切り替えるよう指示すると、リモコン１１７からの指令を受け
取ったシステムコントローラ１１５は、映像復号部１０７の信号を選択するようにセレク
タ１０８を切り替える。また、多重化復元部１０６からの信号を選択するようにセレクタ
１１２を切り替える。また、ボリューム１２４のゲインを０として音声出力がスピーカ１
２９～１３２から出力されないように処理する。なお、このときオーディオ制御部１２１
は動作を停止するとよい。
【００７３】
　また、システムコントローラ１１５は、ＣＥＣラインを通してシステムコントローラ１
５６に音声をオーディオ機器２のスピーカ１５２～１５５から出力するよう指示する。こ
の指令を受け取ったシステムコントローラ１５６はセレクタ１４２をデジタルオーディオ
インターフェース復調部１４１の信号を選択するように切り替え、また、システムコント
ローラ１１５からＣＥＣライン１６９を通して送られてくる放送番組のジャンルと入力チ
ャンネル数に応じて、最適な音場モードになるようにオーディオ制御部１４４の処理構成
を切り替える。
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【００７４】
　したがって、映像復号部１０７で復号された映像信号はセレクタ１０８により選択され
て表示部１０９に送られ、これにより表示部１０９は放送番組の映像を表示する。この映
像信号は図７の実線（イ）で示した信号の流れで示される。
【００７５】
　また、コンテンツ情報復号部１１１で抽出されたジャンルがシステムコントローラ１１
５に出力される。コンテンツ情報復号部１１１は、多重化復元部１０６から入力された付
加情報を復号化すると共に、復号化された付加情報からジャンルを抽出してシステムコン
トローラ１１５に出力される。また、多重化復元部１０６からの音声信号はセレクタ１１
２により選択されて音声復号部１２０とデジタルオーディオインターフェース変調部１１
３に出力される。
【００７６】
　そして音声復号部１２０によって音声信号の入力チャンネル数が復号化される。システ
ムコントローラ１１５は、放送番組のジャンルをコンテンツ情報復号部１１１から読み取
り、また、チャンネル数を音声復号部１２０から読み取る。システムコントローラ１１５
は、読み取った放送番組のジャンルと入力チャンネル数に応じた信号をオーディオ機器２
のシステムコントローラ１５６に送る。この指令は図７の一点鎖線（ロ）で示した信号の
流れで示される。
【００７７】
　この放送番組のジャンルと入力チャンネル数に応じた信号を受けたシステムコントロー
ラ１５６は、オーディオ制御部１４４に対して、放送番組のジャンルと入力チャンネル数
に最適な音場モードを実現するように、オーディオ機器２の出力チャンネル数と音場モー
ドの変更処理を行う。
【００７８】
　セレクタ１１２から出力された音声信号はデジタルオーディオインターフェース変調部
１１３にも出力されているので、この音声信号は、デジタルオーディオインターフェース
変調部１１３、発光素子１１４、光ケーブル１８、受光素子１４０、デジタルオーディオ
インターフェース復調部１４１に伝送される。セレクタ１４２はデジタルオーディオイン
ターフェース復調部１４１からの信号を選択し音声復調部１４３に送る。オーディオ制御
部１４４は既に放送番組のジャンルと入力チャンネル数に最適な音場モードを実現する処
理構成に切り替えられているので、オーディオ制御部１４４により加工が施された音声信
号を基にスピーカ１５２～１５５から出力される。この音声信号は図７の点線（ハ）で示
した信号の流れで示される。
【００７９】
　スピーカ１５２～１５５から出力される音声は、放送番組のジャンルと入力チャンネル
数に応じた最適な音場モードを実現する。
【００８０】
　次に、ユーザによって操作されるリモコン１１７からの指令により、レコーダ５の録画
番組の映像信号を基にテレビ受信機１で映像表示し、レコーダ５の録画番組の音声信号を
基にオーディオ機器２で音声出力する場合の、映像信号、音声信号、及び制御信号の流れ
を、図８にしたがって説明する。図８は図６に示した構成図と同じである。
【００８１】
　オーディオ機器２の音声出力仕様は、レコーダ５がオーディオ機器２にＨＤＭＩケーブ
ル９を介して接続された際、システムコントローラ１７２によりＥＤＩＤ－ＲＯＭ１５８
の音声出力仕様データが読み取られて、予めシステムコントローラ１７２の記憶手段に記
憶されている。
【００８２】
　まず、レコーダ５は放送番組を録画しているとする。このとき、録画情報として放送番
組のジャンル情報も記録されている。
【００８３】
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　ユーザがリモコンを操作して、レコーダ５の映像信号を基にテレビ受信機１で映像表示
し、レコーダ５の音声信号を基にオーディオ機器２で音声出力するように切り替えるよう
システムコントローラ１１５に指示すると、リモコン１１７からの指令を受け取ったシス
テムコントローラ１１５は、ＨＤＭＩ受信機１１０の映像信号を選択するようにセレクタ
１０８を切り替える。また、ボリューム１２４のゲインを０として音声出力がスピーカ１
２９～１３２から出力されないように処理する。
【００８４】
　なお、このときテレビ受信機１の放送受信部（チューナ１０５と、多重化復元部１０６
と、映像復号部１０７、コンテンツ情報復号部１１１、）、音声処理部（音声復号部１２
０、オーディオ制御部１２１、デジタルオーディオインターフェース変調部１１３、発光
素子１１４）は動作を停止するとよい。
【００８５】
　また、システムコントローラ１１５は、ＨＤＭＩケーブル６のＣＥＣライン１６９を通
してシステムコントローラ１５６にレコーダ５からの音声信号をオーディオ機器２のスピ
ーカ１５２～１５５で再生するよう指示する。この指令を受け取ったシステムコントロー
ラ１５６はＨＤＭＩ受信機１５９の音声信号を選択するようにセレクタ１４２を切り替え
る。また、レコーダ５からＨＤＭＩケーブル９のＣＥＣライン１６５を通して送られてく
る放送番組のジャンルと入力チャンネル数に応じて、最適な音場モードになるようにオー
ディオ制御部１４４の処理構成を切り替える。
【００８６】
　したがって、レコーダ５のＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ１７１、オーディオ機器２のＨＤＭＩ
受信用ＬＳＩ１５９、ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ１６０、テレビ受信機１のＨＤＭＩ受信用Ｌ
ＳＩ１１０を介して送られた映像信号はセレクタ１０８により選択されて表示部１０９に
送られ、これにより表示部１０９は放送番組の映像を表示する。この映像信号の流れは図
８の実線（ニ）で示される。
【００８７】
　また、システムコントローラ１７２で抽出されたジャンルとチャンネル数の情報がオー
ディオ機器２のシステムコントローラ１５６に出力される。この制御信号の流れは図８の
一点鎖線（ホ）で示される。この放送番組のジャンルと入力チャンネル数に応じた信号を
受けたシステムコントローラ１５６は、オーディオ機器２の出力チャンネル数と音場モー
ドの変更処理を行い、録画番組のジャンルと入力チャンネル数に最適な音場モードを実現
するように処理構成を切り替える。
【００８８】
　レコーダ５のＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ１７１、オーディオ機器２のＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ
１５９を介してセレクタ１４２に入力された音声信号は、セレクタ１４２で選択されて音
声復調部１４３に送られる。オーディオ制御部１４４は既に放送番組のジャンルと入力チ
ャンネル数に最適な音場モードを実現する処理構成に切り替えられているので、オーディ
オ制御部１４４により加工が施された音声信号を基にスピーカ１５２～１５５から出力さ
れる。この音声信号の流れは図８の点線（ヘ）で示される。スピーカ１５２～１５５から
出力される音声は、録画番組のジャンルと入力チャンネル数に応じた最適な音場モードを
実現する。
【００８９】
　次に、オーディオ制御部１２１、１４４の処理構成を、ジャンルと入力チャンネル数に
応じた最適な音場モードを実現するための処理構成変更について説明する。
【００９０】
　図９は、入力チャンネル数とジャンルにより音場モードを決めるための音場モードテー
ブルである。
【００９１】
　図９に示したように、入力チャンネルが５．１ｃｈでジャンルが映画、スポーツ、アニ
メ、特撮のときには音場モードがＶＳモードとなり、入力チャンネルが５．１ｃｈでジャ
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ンルが音楽、劇場、公演のときにはピュア再生モードとなり、入力チャンネルが５．１ｃ
ｈでジャンルがニュース、報道、教育、ワイドショーのときには声強調モードとなり、入
力チャンネルが５．１ｃｈでジャンルがドラマ、バラエティのときには音場モードがＯＦ
Ｆモードとなり、入力チャンネルが２ｃｈでジャンルが映画、スポーツ、アニメ、特撮の
ときには音場モードがＰＬ２＋ＶＳモードとなり、入力チャンネルが２ｃｈでジャンルが
ドラマ、バラエティのときには音場モードがＰＬ２モードとなり、入力チャンネルが２ｃ
ｈでジャンルが音楽、劇場、公演のときには音場モードがピュア再生／ＯＦＦモードとな
り、入力チャンネルが２ｃｈでジャンルがニュース、報道、教育、ワイドショーのときに
は音場モードが声強調モードとなり、入力チャンネルが１ｃｈでジャンルが音楽、劇場、
公演のときには音場モードがピュア再生モードとなり、入力チャンネルが１ｃｈでジャン
ルがニュース、報道、教育、ワイドショーのときには音場モードが声強調モードとなり、
入力チャンネルが１ｃｈでジャンルがドラマ、バラエティのときには音場モードがＯＦＦ
モードとなる。図９で示した音場モードテーブルは、一例であって、その他の対応関係と
することもできる。
【００９２】
　本実施の形態では、この音場モードテーブルがメモリ１１８に記憶されており、再生す
る番組のコンテンツ情報からジャンルと入力チャンネル数を抽出し、この音場モードテー
ブルを参照して、抽出されたジャンルと入力チャンネル数に応じた音場モードが実現され
るようにオーディオ制御部１２１あるいは１４４の処理構成が切り替えられる。
【００９３】
　図１０～図２０は、図９の各音場モードにおけるオーディオ制御部１２１あるいは１４
４の処理を概念的に示したもので、入力チャンネルから出力チャンネルまでの音声信号変
換処理が示されている。
【００９４】
　符号ＶＳで示されたブロックはバーチャルサラウンド処理ブロック（以下、ＶＳ処理ブ
ロックという）である。また、符号ＰＬ２で示されたブロックはプロロジック２の処理ブ
ロック（以下、ＰＬ２処理ブロックという）である。また、符号Ｍｉｘｅｒで示されたブ
ロックは音声信号を所定のゲインで混合する処理ブロック（以下、Ｍｉｘｅｒ処理ブロッ
クという）である。符号ＢＡＳＳで示されたブロックは低音の音声信号を合成する処理ブ
ロック（以下、ＢＡＳＳ処理ブロックという）である。また、符号ＶＯＬで示されたブロ
ックは音声出力信号Ｌ、Ｃ、Ｒのゲインを調整する処理ブロック（以下、ＶＯＬ処理ブロ
ックという）である。また、符号Ａｎａｌｏｇ－ＶＯＬで示されたブロックは音声出力信
号ＬＦＥのゲインを調整する処理ブロック（以下、Ａｎａｌｏｇ－ＶＯＬ処理ブロックと
いう）である。
【００９５】
　なお、各ブロック内に記入された経路とゲインは、単に入力と出力の間のゲイン関係を
示すものである。例えば、ＶＳ処理ブロックのバーチャルサラウンド処理はクロストーク
キャンセル処理を行うので入力信号ＬＳ、Ｌ、Ｒ、Ｃ、ＲＳを複雑に組み合わせて処理す
るが、これらについては表現されていない。
【００９６】
　本実施の形態は、番組のジャンルと入力チャンネル数に応じて音場モードを変えるとき
に、再生音が途切れたり不連続になったりすることがなく、オーディオアンプの出力状態
が滑らかに切り替わるように、これら図１０～図２０に示した各処理ブロック間の接続と
、各処理ブロック内の各入出力ゲインを切り替えるものである。
【００９７】
　まず、図１０～図２０において、ＬＳは左サラウンドチャンネルの音声信号、Ｌは左チ
ャンネルの音声信号、Ｃはセンタスチャンネルの音声信号、Ｒは右チャンネルの音声信号
、ＲＳは右サラウンドチャンネルの音声信号、ＬＦＥは低音（２０Ｈｚ～１２０Ｈｚ）の
効果音の音声信号である。以下の説明で、符号ＬＳ、Ｌ、Ｒ、Ｃ、ＲＳを各処理ブロック
の入出力に共通に使用するが、各処理ブロックに入力される信号を入力信号（ＬＳ入力信
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号、Ｌ入力信号、Ｒ入力信号、Ｃ入力信号、ＲＳ入力信号）、各処理ブロックから出力さ
れる信号を出力信号（ＬＳ出力信号、Ｌ出力信号、Ｒ出力信号、Ｃ出力信号、ＲＳ出力信
号）と記載する。また、音声出力用スピーカとしてＬ出力信号が入力される左スピーカ、
Ｒ出力信号が入力される右スピーカ、Ｃ出力信号が入力されるセンタスピーカの３チャン
ネル、及び付加的にＬＦＥ出力信号が入力される低音用サブウーハスピーカを想定してい
る。
【００９８】
　まず、図１０の５．１ｃｈ入力ＶＳモードについて説明する。
【００９９】
　５．１ｃｈ入力ＶＳモードはＶＳ処理ブロック２０１、ＶＯＬ処理ブロック２０２、Ｂ
ＡＳＳ処理ブロック２０３、ＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４を含む。
【０１００】
　ＶＳ処理ブロック２０１のＬＳ入力信号とＬ入力信号は、ＶＳ処理ブロック２０１でそ
れぞれ－６ｄＢだけ大きさが小さくなって合わせられＶＳ処理ブロック２０１のＬ出力信
号（ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号）となる。ＶＳ処理ブロック２０１のＣ入力
信号は、大きさは変わらずにＶＳ処理ブロック２０１のＣ出力信号となる。ＶＳ処理ブロ
ック２０１のＲＳ入力信号とＲ入力信号は、ＶＳ処理ブロック２０１でそれぞれ－６ｄＢ
だけ大きさが小さくなって合わせられＶＳ処理ブロック２０１のＲ出力信号（ＶＯＬ処理
ブロック２０２のＬ入力信号）となる。
【０１０１】
　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号はＶＯＬ処理ブロック２０２で＋６ｄＢだけ大
きさが増幅されＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号となる。ＶＯＬ処理ブロック２０
２のＣ入力信号は、大きさは変わらずにＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号となる。
ＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ入力信号はＶＯＬ処理ブロック２０２で＋６ｄＢだけ大き
さが増幅されＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ出力信号となる。
【０１０２】
　また、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３にはＬＦＥ入力信号、ＶＳ処理ブロック２０１のＬ
出力信号、Ｒ出力信号、及びＣ出力信号が入力され、入力されたＬＦＥ入力信号は－２ｄ
Ｂ、ＶＳ処理ブロック２０１のＬ出力信号とＲ出力信号は－６ｄＢ、ＶＳ処理ブロック２
０１のＣ出力信号は－１２ｄＢだけＢＡＳＳ処理ブロック２０３でそれぞれ大きさが変え
られて加算器２０５で加算されＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号となる。
【０１０３】
　ＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号は更にＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック
２０４で＋１８ｄＢだけ増幅されてＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４のＬＦＥ出力
信号となる。
【０１０４】
　次に、図１１の５．１ｃｈ入力ピュア再生モードについて説明する。
【０１０５】
　５．１ｃｈ入力ピュア再生モードは、Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６、ＶＯＬ処理ブロ
ック２０２、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３、ＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４を含
む。
【０１０６】
　Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬＳ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で－３
ｄＢだけ大きさが小さくなり、また、Ｌ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で大き
さを変えずに、これら信号は合わされてＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬ出力信号（Ｖ
ＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号）となる。Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＣ入力
信号は、大きさを変えずにＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＣ出力信号となる。Ｍｉｘｅ
ｒ処理ブロック２０６のＲＳ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で－３ｄＢだけ大
きさが小さくなり、また、Ｒ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で大きさを変えず
に、これら信号は合わされてＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＲ出力信号（ＶＯＬ処理ブ
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ロック２０２のＲ入力信号）となる。
【０１０７】
　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号は、ＶＯＬ処理ブロック２０２では大きさを変
えずにＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号となる。ＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ入
力信号は、大きさを変えずにＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号となる。ＶＯＬ処理
ブロック２０２のＲ入力信号は、ＶＯＬ処理ブロック２０２では大きさを変えずにＶＯＬ
処理ブロック２０２のＲ出力信号として出力される。
【０１０８】
　また、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３にはＬＦＥ入力信号、Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０
６のＬ出力信号、Ｒ出力信号、及びＣ出力信号が入力され、入力されたＬＦＥ入力信号は
－２ｄＢ、Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬ出力信号、Ｒ出力信号、及びＣ出力信号は
－１２ｄＢだけＢＡＳＳ処理ブロック２０３でそれぞれ大きさが変えられて加算器２０５
で加算されＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号となる。
【０１０９】
　ＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号は更にＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック
２０４で＋１８ｄＢだけ増幅されてＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４のＬＦＥ出力
信号となる。
【０１１０】
　次に、図１２の５．１ｃｈ入力声強調モードについて説明する。
【０１１１】
　５．１ｃｈ入力声強調モードは、Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６、ＶＯＬ処理ブロック
２０２、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３、ＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４を含む。
【０１１２】
　Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬＳ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で－３
ｄＢだけ大きさが小さくなり、また、Ｌ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で大き
さが変わらずに、これら信号は合わされてＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬ出力信号（
ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号）となる。Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＣ入
力信号は、大きさを変えずにＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＣ出力信号となる。Ｍｉｘ
ｅｒ処理ブロック２０６のＲＳ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で－３ｄＢだけ
大きさが小さくなり、また、Ｒ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で大きさが変わ
らずに、これら信号は合わされてＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＲ出力信号（ＶＯＬ処
理ブロック２０２のＲ入力信号）となる。
【０１１３】
　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号は－３ｄＢだけ大きさが小さくなりＶＯＬ処理
ブロック２０２のＬ出力信号となる。ＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ入力信号は、大きさ
を変えずにＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号となる。ＶＯＬ処理ブロック２０２の
Ｒ入力信号は－３ｄＢだけ大きさが小さくなりＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ出力信号と
なる。
【０１１４】
　また、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３にはＬＦＥ入力信号、Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０
６のＬ出力信号、Ｒ出力信号、及びＣ出力信号が入力され、入力されたＬＦＥ入力信号は
－２ｄＢ、Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬ出力信号、Ｒ出力信号、及びＣ出力信号は
－１２ｄＢだけＢＡＳＳ処理ブロック２０３でそれぞれ大きさが変えられて加算器２０５
で加算されＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号となる。
【０１１５】
　ＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号は更にＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック
２０４で＋１８ｄＢだけ増幅されてＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４のＬＦＥ出力
信号となる。
【０１１６】
　次に、図１３の５．１ｃｈ入力ＯＦＦモードについて説明する。
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【０１１７】
　５．１ｃｈ入力ＯＦＦモードは、Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６、ＶＯＬ処理ブロック
２０２、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３、ＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４を含む。
【０１１８】
　Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬＳ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で－３
ｄＢだけ大きさが小さくなり、Ｌ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で大きさが変
わらずに、また、Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＣ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック
２０６で－３ｄＢだけ大きさが小さくなり、これら信号は合わされてＭｉｘｅｒ処理ブロ
ック２０６のＬ出力信号（ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号）となる。Ｍｉｘｅｒ
処理ブロック２０６のＲＳ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で－３ｄＢだけ大き
さが小さくなり、Ｒ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で大きさが変わらずに、ま
た、Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＣ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で－３
ｄＢだけ大きさが小さくなり、これら信号は合わされてＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６の
Ｒ出力信号（ＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ入力信号）となる。
【０１１９】
　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号は、ＶＯＬ処理ブロック２０２では大きさを変
えずにＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号として出力される。ＶＯＬ処理ブロック２
０２のＲ入力信号は、ＶＯＬ処理ブロック２０２では大きさを変えずにＶＯＬ処理ブロッ
ク２０２のＲ出力信号として出力される。
【０１２０】
　また、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３にはＬＦＥ入力信号、Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０
６のＬ出力信号とＲ出力信号が入力され、入力されたＬＦＥ入力信号は－２ｄＢ、Ｍｉｘ
ｅｒ処理ブロック２０６のＬ出力信号とＲ出力信号はＢＡＳＳ処理ブロック２０３で－１
２ｄＢだけそれぞれ大きさが変えられて加算器２０５で加算されＢＡＳＳ処理ブロック２
０３のＬＦＥ出力信号となる。
【０１２１】
　ＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号は更にＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック
２０４で＋１８ｄＢだけ増幅されてＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４のＬＦＥ出力
信号となる。
【０１２２】
　次に、図１４の２ｃｈ入力ＰＬ２＋ＶＳモードについて説明する。
【０１２３】
　２ｃｈ入力ＰＬ２＋ＶＳモードは、ＰＬ２処理ブロック２０７、ＶＳ処理ブロック２０
１、ＶＯＬ処理ブロック２０２、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３、ＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理
ブロック２０４を含む。
【０１２４】
　ＰＬ２処理ブロック２０７のＬ入力信号はＰＬ２処理ブロック２０７で－３ｄＢだけ大
きさが小さくなってＰＬ２処理ブロック２０７のＬＳ出力信号（ＶＳ処理ブロック２０１
のＬＳ入力信号）となる。また、ＰＬ２処理ブロック２０７のＬ入力信号はＰＬ２処理ブ
ロック２０７で－３ｄＢだけ大きさが小さくなってＰＬ２処理ブロック２０７のＬ出力信
号（ＶＳ処理ブロック２０１のＬ入力信号）となる。ＰＬ２処理ブロック２０７のＬ入力
信号とＲ入力信号は、ＰＬ２処理ブロック２０７でそれぞれ－６ｄＢだけ大きさが小さく
なって合わせられＰＬ２処理ブロック２０７のＣ出力信号（ＶＳ処理ブロック２０１のＣ
入力信号）となる。ＰＬ２処理ブロック２０７のＲ入力信号はＰＬ２処理ブロック２０７
で－３ｄＢだけ大きさが小さくなってＰＬ２処理ブロック２０７のＲ出力信号（ＶＳ処理
ブロック２０１のＲ入力信号）となる。また、ＰＬ２処理ブロック２０７のＲ入力信号は
ＰＬ２処理ブロック２０７で－３ｄＢだけ大きさが小さくなってＰＬ２処理ブロック２０
７のＲＳ出力信号（ＶＳ処理ブロック２０１のＲＳ入力信号）となる。
【０１２５】
　ＶＳ処理ブロック２０１のＬＳ入力信号とＬ入力信号は、ＶＳ処理ブロック２０１でそ
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れぞれ－６ｄＢだけ大きさが小さくなって合わせられＶＳ処理ブロック２０１のＬ出力信
号（ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号）となる。ＶＳ処理ブロック２０１のＣ入力
信号はＶＳ処理ブロック２０１で大きさを変えずにＶＳ処理ブロック２０１のＣ出力信号
となる。ＶＳ処理ブロック２０１のＲＳ入力信号とＲ入力信号は、ＶＳ処理ブロック２０
１でそれぞれ－６ｄＢだけ大きさが小さくなって合わせられＶＳ処理ブロック２０１のＲ
出力信号（ＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ入力信号）となる。
【０１２６】
　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号はＶＯＬ処理ブロック２０２で＋９ｄＢだけ大
きさが増幅されＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号となる。ＶＯＬ処理ブロック２０
２のＣ入力信号はＶＯＬ処理ブロック２０２で大きさが＋３ｄＢだけ増幅されてＶＯＬ処
理ブロック２０２のＣ出力信号となる。ＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ入力信号はＶＯＬ
処理ブロック２０２で＋９ｄＢだけ大きさが増幅されＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ出力
信号となる。
【０１２７】
　また、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３にはＶＳ処理ブロック２０１のＬ出力信号、Ｒ出力
信号、及びＣ出力信号が入力され、入力されたＶＳ処理ブロック２０１のＬ出力信号とＲ
出力信号は－３ｄＢ、ＶＳ処理ブロック２０１のＣ出力信号は－９ｄＢだけＢＡＳＳ処理
ブロック２０３でそれぞれ大きさが変えられて加算器２０５で加算されＢＡＳＳ処理ブロ
ック２０３のＬＦＥ出力信号となる。ＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号は更
にＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４で＋１８ｄＢだけ増幅されてＡｎａｌｏｇＶＯ
Ｌ処理ブロック２０４のＬＦＥ出力信号となる。
【０１２８】
　次に、図１５の２ｃｈ入力ＰＬ２モードについて説明する。
【０１２９】
　２ｃｈ入力ＰＬ２モードは、ＰＬ２処理ブロック２０７、ＶＯＬ処理ブロック２０２、
ＢＡＳＳ処理ブロック２０３、ＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４を含む。
【０１３０】
　ＰＬ２処理ブロック２０７のＬ入力信号はＰＬ２処理ブロック２０７で－３ｄＢだけ大
きさが小さくなってＰＬ２処理ブロック２０７のＬ出力信号（ＶＯＬ処理ブロック２０２
のＬ入力信号）となる。ＰＬ２処理ブロック２０７のＬ入力信号とＲ入力信号は、ＰＬ２
処理ブロック２０７でそれぞれ－６ｄＢだけ大きさが小さくなって合わせられＰＬ２処理
ブロック２０７のＣ出力信号（ＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ入力信号）となる。ＰＬ２
処理ブロック２０７のＲ入力信号はＰＬ２処理ブロック２０７で－３ｄＢだけ大きさが小
さくなってＰＬ２処理ブロック２０７のＲ出力信号（ＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ入力
信号）となる。
【０１３１】
　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号はＶＯＬ処理ブロック２０２で＋３ｄＢだけ大
きさが増幅されＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号となる。ＶＯＬ処理ブロック２０
２のＣ入力信号はＶＯＬ処理ブロック２０２で＋３ｄＢだけ大きさが増幅されＶＯＬ処理
ブロック２０２のＣ出力信号となる。ＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ入力信号はＶＯＬ処
理ブロック２０２で＋３ｄＢだけ大きさが増幅されＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ出力信
号となる。
【０１３２】
　また、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３にはＰＬ２処理ブロック２０７のＬ出力信号、Ｒ出
力信号、及びＣ出力信号が入力され、入力されたＰＬ２処理ブロック２０７のＬ出力信号
、Ｒ出力信号、及びＣ出力信号はＢＡＳＳ処理ブロック２０３で－９ｄＢだけそれぞれ大
きさが変えられて加算器２０５で加算されＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号
となる。
【０１３３】
　ＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号は更にＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック
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２０４で＋１８ｄＢだけ増幅されてＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４のＬＦＥ出力
信号となる。
【０１３４】
　次に、図１６の２ｃｈ入力ピュア再生モード、２ｃｈ入力ＯＦＦモードについて説明す
る。
【０１３５】
　２ｃｈ入力ピュア再生／ＯＦＦモードは、ＶＯＬ処理ブロック２０２、ＢＡＳＳ処理ブ
ロッ
ク２０３、ＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４を含む。
【０１３６】
　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号はＶＯＬ処理ブロック２０２で大きさが変わら
ずそのままＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号となる。また、ＶＯＬ処理ブロック２
０２のＲ入力信号はＶＯＬ処理ブロック２０２で大きさが変わらずそのままＶＯＬ処理ブ
ロック２０２のＲ出力信号となる。
【０１３７】
　また、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３にはＬ入力信号とＲ入力信号が入力され、入力され
たＬ入力信号とＲ入力信号はＢＡＳＳ処理ブロック２０３でそれぞれ－１２ｄＢだけ大き
さが変えられ加算器２０５で加算されＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号とな
る。
【０１３８】
　ＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号は更にＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック
２０４で＋１８ｄＢだけ増幅されてＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４のＬＦＥ出力
信号となる。
【０１３９】
　次に、図１７の２ｃｈ入力声強調モードについて説明する。
【０１４０】
　２ｃｈ入力声強調モードは、Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６、ＶＯＬ処理ブロック２０
２、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３、ＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４を含む。
【０１４１】
　Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で－１２
ｄＢだけ大きさが小さくなりＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬ出力信号（ＶＯＬ処理ブ
ロック２０２のＬ入力信号）となる。Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬ入力信号とＲ入
力信号は、Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６でそれぞれ－６ｄＢだけ大きさが小さくなって
合わせられＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＣ出力信号（ＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ
入力信号）となる。Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＲ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロッ
ク２０６で－１２ｄＢだけ大きさが小さくなりＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＲ出力信
号（ＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ入力信号）となる。
【０１４２】
　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号はＶＯＬ処理ブロック２０２で＋３ｄＢだけ大
きさが増幅されＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号となる。ＶＯＬ処理ブロック２０
２のＣ入力信号はＶＯＬ処理ブロック２０２で＋３ｄＢだけ大きさが増幅されＶＯＬ処理
ブロック２０２のＣ出力信号となる。ＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ入力信号はＶＯＬ処
理ブロック２０２で＋３ｄＢだけ大きさが増幅されＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ出力信
号となる。
【０１４３】
　また、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３にはＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬ出力信号と
Ｒ出力信号、及びＣ出力信号が入力され、入力されたＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬ
出力信号、Ｒ出力信号、及びＣ出力信号は－９ｄＢだけＢＡＳＳ処理ブロック２０３でそ
れぞれ大きさが変えられて加算器２０５で加算されＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ
出力信号となる。
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【０１４４】
　ＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号は更にＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック
２０４で＋１８ｄＢだけ増幅されてＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４のＬＦＥ出力
信号となる。
【０１４５】
　次に、図１８の１ｃｈ入力ピュア再生モードについて説明する。
【０１４６】
　１ｃｈ入力ピュア再生モードは、ＶＯＬ処理ブロック２０２、ＢＡＳＳ処理ブロック２
０３、ＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４を含む。
【０１４７】
　入力されたＣ入力信号はＶＯＬ処理ブロック２０２で大きさを変えずにそのままＶＯＬ
処理ブロック２０２のＣ出力信号となる。
【０１４８】
　また、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３にはＣ入力信号が入力され、入力されたＣ入力信号
はＢＡＳＳ処理ブロック２０３で－１２ｄＢだけ大きさを変えられて加算器２０５を通り
ＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号となる。
【０１４９】
　ＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号は更にＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック
２０４で＋１８ｄＢだけ増幅されてＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４のＬＦＥ出力
信号となる。
【０１５０】
　次に、図１９の１ｃｈ入力声強調モードについて説明する。
【０１５１】
　１ｃｈ入力声強調モードは、Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６、ＶＯＬ処理ブロック２０
２、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３、ＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４を含む。
【０１５２】
　Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＣ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で－１２
ｄＢだけ大きさが小さくなってＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬ出力信号（ＶＯＬ処理
ブロック２０２のＬ入力信号）となる。Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＣ入力信号はＭ
ｉｘｅｒ処理ブロック２０６で大きさを変えずにそのままＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６
のＣ出力信号（ＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ入力信号）となる。Ｍｉｘｅｒ処理ブロッ
ク２０６のＣ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で－１２ｄＢだけ大きさが小さく
なってＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＲ出力信号（ＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ入力
信号）となる。
【０１５３】
　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号はＶＯＬ処理ブロック２０２で＋３ｄＢだけ大
きさが増幅されＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号となる。ＶＯＬ処理ブロック２０
２のＣ入力信号はＶＯＬ処理ブロック２０２で＋３ｄＢだけ大きさが増幅されＶＯＬ処理
ブロック２０２のＣ出力信号となる。ＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ入力信号はＶＯＬ処
理ブロック２０２で＋３ｄＢだけ大きさが増幅されＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ出力信
号となる。
【０１５４】
　また、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３にはＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬ出力信号、
Ｒ出力信号、Ｃ出力信号が入力され、入力されたＬ、Ｒ、Ｃの各出力信号は－９ｄＢだけ
ＢＡＳＳ処理ブロック２０３でそれぞれ大きさが変えられて加算器２０５で加算されＢＡ
ＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号となる。
【０１５５】
　ＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号は更にＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック
２０４で＋１８ｄＢだけ増幅されてＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４のＬＦＥ出力
信号となる。
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【０１５６】
　次に、図２０の１ｃｈ入力ＯＦＦモードについて説明する。
【０１５７】
　１ｃｈ入力ＯＦＦモードは、Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６、ＶＯＬ処理ブロック２０
２、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３、ＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４を含む。
【０１５８】
　Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＣ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６で大きさ
を変えずにＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬ出力信号（ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ
入力信号）なる。Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＣ入力信号はＭｉｘｅｒ処理ブロック
２０６で大きさを変えずにＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＲ出力信号（ＶＯＬ処理ブロ
ック２０２のＲ入力信号）なる。
【０１５９】
　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号はＶＯＬ処理ブロック２０２で大きさを変えず
にＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号となる。ＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ入力信
号はＶＯＬ処理ブロック２０２で大きさを変えずにＶＯＬ処理ブロック２０２のＲ出力信
号となる。
【０１６０】
　また、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３にはＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬ出力信号と
Ｒ出力信号が入力され、入力されたＬ、Ｒの各出力信号はＢＡＳＳ処理ブロック２０３で
それぞれ－１２ｄＢだけ大きさが変えられて加算器２０５で加算されＢＡＳＳ処理ブロッ
ク２０３のＬＦＥ出力信号となる。
【０１６１】
　ＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬＦＥ出力信号は更にＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック
２０４で＋１８ｄＢだけ増幅されてＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック２０４のＬＦＥ出力
信号となる。
【０１６２】
　次に、各音場モード間の遷移のさせ方を説明する。
【０１６３】
図２１乃至図２３を参照して、５．１ｃｈ入力ＯＦＦモードと５．１ｃｈ入力ＶＳモード
間の遷移（この遷移における過渡状態を以下過渡状態Ａという）の例を説明する。
【０１６４】
　図２１は、図１３に示した５．１ｃｈ入力ＯＦＦモードから図１０に示した５．１ｃｈ
入力ＶＳモードへ遷移させる過渡状態Ａの概念図を示している。また、図２２は過渡状態
Ａをタイムチャートで示したものである。また、図２３はオーディオ制御部１２１あるい
は１４４で実現される図１３の５．１ｃｈ入力ＯＦＦモードから図１０の５．１ｃｈ入力
ＶＳモードへの過渡状態Ａにおける処理構成の遷移を示したものである。
【０１６５】
　図１３に示した５．１ｃｈ入力ＯＦＦモード（図２１～図２３のＡ１）から図１０に示
した５．１ｃｈ入力ＶＳモード（図２１～図２３のＡ４）に遷移させるときは、過渡的に
Ｍｉｘｅｒ処理ブロック２０６（切り替え前の処理ブロック）とＶＳ処理ブロック２０１
の２つの処理ブロック（切り替え後の処理ブロック）を同時に存在させ、音声出力してい
る一方の処理ブロックによる音声信号がフェードアウトしたタイミングで、他方の処理ブ
ロックによる音声出力に切り替えるようにする。このようにすると切り替えによる異音の
発生を防ぐことができる。
【０１６６】
　まず時間ｔ１で、図１３に示した５．１ｃｈ入力ＯＦＦモードから図１０の５．１ｃｈ
入力ＶＳモードへの音場モードの切り替えが指示されると、ＶＯＬ処理ブロック２０２の
Ｃ出力信号がフェードアウトした状態（図２２のａ）で、図２３のＡ２に示したようにＭ
ｉｘｅｒ処理ブロック２０６の他にＶＳ処理ブロック２０１が挿入される。
【０１６７】
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　そして、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号に対するゲインを徐々に
小さく（＋０ｄＢから－∞ｄＢにフェードアウト）すると共に、挿入されたＶＳ処理ブロ
ック２０１のＣ入力信号をＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ入力信号としてＶＯＬ処理ブロ
ック２０２へ入力し、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号に対するゲインを徐々に大
きく（－∞ｄＢから＋０ｄＢにフェードイン）する（図２１～図２３のＡ２）。
【０１６８】
　このときＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬ、Ｒ入力信号に対するゲインは徐々に小さく
（－１２ｄＢから－∞ｄＢにフェードアウト）され、またＢＡＳＳ処理ブロック２０３の
Ｃ入力信号に対するゲインは徐々に大きく（－∞ｄＢから－１２ｄＢにフェードイン）さ
れる。
【０１６９】
　次に、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号がフェードアウトしている
状態（時間ｔ２における図２２のｂ、ｃ）で、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号と
Ｒ入力信号を、図２３のＡ３に示したようにＭｉｘｅｒ処理ブロック２０６のＬ出力信号
とＲ出力信号からＶＳ処理ブロック２０１のＬ出力信号とＲ出力信号に切り替える。
【０１７０】
　このとき、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号はフェードアウトして
いるので異音は生じない。
【０１７１】
　その後、ＶＳ処理ブロック２０１のＬ出力信号とＲ出力信号に対するゲインを徐々に大
きく（－∞ｄＢから＋６ｄＢにフェードイン）する（図２１～図２３のＡ３）。このとき
、Ｍｉｘｅｒ２０６からＢＡＳＳ処理ブロック２０３へ入力されたＬ、Ｒ入力信号のゲイ
ンは徐々に大きく（－∞ｄＢから－６ｄＢにフェードイン）される。
【０１７２】
　ＶＳ処理ブロック２０１のＬ出力信号とＲ出力信号のゲインが＋６ｄＢになって図２３
のＡ４に示した５．１ｃｈ入力ＶＳモードの定常状態となる（時間ｔ３～）。
【０１７３】
　また、５．１ｃｈ入力ＶＳモード（図２１～図２３のＡ４）から５．１ｃｈ入力ＯＦＦ
モード（図２１～図２３のＡ１）に遷移させるときは、まず、図１０で示したＶＯＬ処理
ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号に対するゲインを徐々に小さくして出力（＋６
ｄＢから－∞ｄＢにフェードアウト）する（図２１～図２３の符号Ａ５）。このとき、Ｂ
ＡＳＳ処理ブロック２０３のＬ、Ｒ入力信号に対するゲインは徐々に小さく（－６ｄＢか
ら－∞ｄＢにフェードアウト）される。なお、このとき図２２の時間は右から左に逆行す
るように見る。
【０１７４】
　次に、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号がフェードアウトしている
状態（図２２のｂ、ｃ）でＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号とＲ入力信号を、図２
３のＡ６に示したようにＶＳ処理ブロック２０１のＬ出力信号とＲ出力信号からＭｉｘｅ
ｒ処理ブロック２０６のＬ出力信号とＲ出力信号に切り替える。
【０１７５】
　このとき、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号はフェードアウトして
いるので異音は生じない。
【０１７６】
　その後、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号に対するゲインを徐々に
大きく（－∞ｄＢから＋０ｄＢにフェードイン）すると共に、ＶＳ処理ブロック２０１の
Ｃ入力信号をＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ入力信号としてＶＯＬ処理ブロック２０２へ
入力しているＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号に対するゲインを徐々に小さく（＋
０ｄＢから－∞ｄＢにフェードアウト）する（図２１～図２３の符号Ａ６で示した）。
【０１７７】
　このとき、ＢＡＳＳ処理ブロック２０３のＬ、Ｒ入力信号に対するゲインは徐々に大き
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く（－∞ｄＢから－１２ｄＢにフェードイン）され、またＢＡＳＳ処理ブロック２０３へ
入力されたＣ入力信号に対するゲインは徐々に小さく（－１２ｄＢから－∞ｄＢにフェー
ドアウト）される。
【０１７８】
　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号がフェードアウトしている状態（図２２のａ）
で図２３のＡ１に示したようにＶＳ処理ブロック２０１が除かれて５．１入力ＯＦＦモー
ドの定常状態となる。
【０１７９】
　以上の音場モードの切り替えを図２２で見ると、ＶＯＬ２０２のＬ出力信号とＲ出力信
号は徐々に小さくなって再び徐々に大きくなる。また、複数ある出力チャンネルのうち一
部の出力チャンネルの切り替えタイミング（Ｃ出力信号の切り替えタイミングｔ１）を他
の出力チャンネルの切り替えタイミング（Ｌ出力信号とＲ出力信号の切り替えタイミング
ｔ２）に対してずらして切り替えるようになっており、このとき、ＶＯＬ２０２のＬ出力
信号とＲ出力信号が過渡状態Ａにおいてその大きさが小さくなる変化を補うように、ＶＯ
Ｌ２０２のＣ出力信号は大きくなり、したがって全体の音声は途切れることなく、連続的
に滑らかに切り替えられている。また、対応する音声出力がフェードアウトしているとき
ＶＳ処理ブロック２０１及びＭｉｘｅｒ２０６の挿入／切り離しが行われるので、挿入／
切り離しに伴う異音は生じない。
【０１８０】
　図２４、図２５を参照して、２ｃｈ入力ピュア再生／ＯＦＦモードと２ｃｈ入力ＰＬ２
モード間の遷移（この遷移における過渡状態を以下過渡状態Ｂという）の例を説明する。
【０１８１】
　図２４は、図１６に示した２ｃｈ入力ピュア再生／ＯＦＦモードから図１５に示した２
ｃｈ入力ＰＬ２モードへ遷移させる過渡状態Ｂの概念図を示している。また、図２５は過
渡状態Ｂをタイムチャートで示したものである。なお、以下の説明ではＢＡＳＳ処理ブロ
ック２０３のゲインの変化についての説明は省略する。
【０１８２】
　図１６に示した２ｃｈ入力ピュア再生／ＯＦＦモード（図２４、図２５のＢ１）から図
１５に示した２ｃｈ入力ＰＬ２モード（図２４、図２５のＢ４）に遷移するときは、まず
、図１６で示したＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号のゲインを徐々に
小さく（＋０ｄＢから－∞ｄＢにフェードアウト）すると共に、時間ｔ４におけるＶＯＬ
処理ブロック２０２のＣ出力信号がフェードアウトした状態（図２５のｄ）で挿入された
ＰＬ２処理ブロック２０７のＣ出力信号のみをＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ入力信号と
した後、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号に対するゲインを徐々に大きく（－∞ｄ
Ｂから＋３ｄＢにフェードイン）する（図２４、図２５のＢ２）。
【０１８３】
　次に、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号がフェードアウトした状態
（時間ｔ５における図２５のｅ、ｆ）でＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号とＲ入力
信号を図１６のような直接入力からＰＬ２処理ブロック２０７のＬ出力信号とＲ出力信号
に切り替えた後、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号に対するゲインを
徐々に大きく（－∞ｄＢから＋３ｄＢにフェードイン）する（図２１～図２３のＢ３）。
【０１８４】
　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号が＋３ｄＢにフェードアウトした
状態で図１５で示した２ｃｈ入力ＰＬ２モードの定常状態となる（時間ｔ６～）。
【０１８５】
　また、図１５に示した２ｃｈ入力ＰＬ２モード（図２４、図２５のＢ４）から図１６に
示した２ｃｈ入力ＯＦＦモード（図２４、図２５のＢ１）に遷移するとき（このときも、
図２５の時間は右から左に逆行するように見る）は、まず、ＰＬ２処理ブロック２０７の
Ｌ出力信号とＲ出力信号を入力としているＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出
力信号をフェードアウトするために、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信
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号に対するゲインを徐々に小さくして出力（＋６ｄＢから－∞ｄＢにフェードアウト）す
る（図２４、図２５のＢ５）。
【０１８６】
　次に、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号がフェードアウトした状態
（図２５のｅ、ｆ）で、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号とＲ入力信号をＰＬ２処
理ブロック２０７のＬ出力信号とＲ出力信号から図１６のように直接入力するように切り
替えた後、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号に対するゲインを徐々に
大きく（－∞ｄＢから＋０ｄＢにフェードイン）すると共に、ＰＬ２処理ブロック２０７
のＣ出力信号を入力としているＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号をフェードアウト
するためにＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号に対するゲインを徐々に小さく（＋０
ｄＢから－∞ｄＢにフェードアウト）する（図２４、図２５のＢ６）。
【０１８７】
　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号がフェードアウトした状態（図２５のｄ）でＶ
ＯＬ処理ブロック２０２は除かれ、図１６で示した２ｃｈ入力ピュア再生／ＯＦＦモード
の定常状態となる。
【０１８８】
　以上の音場モードの切り替えを図２５で見ると、ＬｃｈとＲｃｈの音声信号は徐々に小
さくなって再び徐々に大きくなる。このとき、ＬｃｈとＲｃｈの音声信号が過渡状態Ｂに
おいてその大きさが小さくなる変化を補うように、Ｃｃｈの音声信号は大きくなり、した
がって全体の音声は途切れることなく、連続的に滑らかに切り替えられている。また、対
応する音声出力がフェードアウトしているとき（図２５のｄ、ｅ，ｆのとき）ＰＬ２処理
ブロック２０７の挿入／切り離しが行われるので、挿入／切り離しに伴う異音は生じない
。
【０１８９】
　図２６、図２７を参照して、２ｃｈ入力ピュア再生／ＯＦＦモードと２ｃｈ入力ＰＬ２
＋ＶＳモード間の遷移（この遷移における過渡状態を以下過渡状態Ｃという）の例を説明
する。
【０１９０】
　図２６は、図１６に示した２ｃｈ入力ピュア再生／ＯＦＦモードと図１４に示した２ｃ
ｈ入力ＰＬ２＋ＶＳモード間の過渡状態Ｃの概念図を示している。また、図２７は過渡状
態Ｃをタイムチャートで示したものである。なお、以下の説明ではＢＡＳＳ処理ブロック
２０３のゲインの変化についての説明は省略する。
【０１９１】
　まず時間ｔ７で、図１６に示した２ｃｈ入力ピュア再生／ＯＦＦモード（図２６、図２
７のＣ１）から図１４に示した２ｃｈ入力ＰＬ２＋ＶＳモード（図２６、図２７のＣ４）
への音場モードの切り替えが指示されると、図１６で示したＶＯＬ処理ブロック２０２の
Ｌ出力信号とＲ出力信号に対するゲインを徐々に小さく（＋０ｄＢから－∞ｄＢにフェー
ドアウト）すると共に、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号がフェードアウトした状
態（図２７のｇ）でＰＬ２処理ブロック２０７とＶＳ処理ブロック２０１を図１４のよう
に挿入し該挿入られたＶＳ処理ブロック２０１のＣ出力信号をＶＯＬ処理ブロック２０２
のＣ入力信号とした後、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号に対するゲインを徐々に
大きく（－∞ｄＢから＋３ｄＢにフェードイン）する（図２６、図２７のＣ２）。
【０１９２】
　次に、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号がフェードアウトした状態
（時間ｔ８における図２５のｈ、ｉ）でＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号とＲ入力
信号を図１６のような直接入力から図１４のようなＶＳ処理ブロック２０１のＬ出力信号
とＲ出力信号に切り替えた後、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号に対
するゲインを徐々に大きく（－∞ｄＢから＋９ｄＢにフェードイン）する（図２１～図２
３のＣ３）。
【０１９３】
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　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号が＋９ｄＢにフェードアウトした
状態で図１４に示した２ｃｈ入力ＰＬ２＋ＶＳモードの定常状態となる（時間ｔ９～）。
【０１９４】
　また、図１４に示した２ｃｈ入力ＰＬ２＋ＶＳモード（図２６、図２７のＣ４）から図
１６に示した２ｃｈ入力ＯＦＦモード（図２６、図２７のＣ１）に遷移するとき（このと
きも、図２７の時間は右から左に逆行するように見る）は、まず、ＶＳ処理ブロック２０
１のＬ出力信号とＲ出力信号による音声信号をフェードアウトするためにＶＯＬ処理ブロ
ック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号に対するゲインを徐々に小さくして出力（＋９ｄＢ
から－∞ｄＢにフェードアウト）する（図２６、図２７のＣ５）。
【０１９５】
　次に、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号がフェードアウトした状態
（図２７のｈ、ｉ）で、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ入力信号とＲ入力信号をＶＳ処理
ブロック２０１のＬ出力信号とＲ出力信号から図１６のように直接入力するように切り替
えた後、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号に対するゲインを徐々に大
きく（－∞ｄＢから＋０ｄＢにフェードイン）すると共に、ＶＳ処理ブロック２０１のＣ
出力信号をＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号からフェードアウトするためにＶＯＬ
処理ブロック２０２のＣ出力信号に対するゲインを徐々に小さく（＋３ｄＢから－∞ｄＢ
にフェードアウト）する（図２６、図２７のＣ６）。
【０１９６】
　ＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号がフェードアウトした状態（図２７のｇ）でＶ
ＯＬ処理ブロック２０２は除かれ、図１６で示した２ｃｈ入力ピュア再生／ＯＦＦモード
の定常状態となる。
【０１９７】
　以上の音場モードの切り替えを図２７で見ると、ＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信
号とＲ出力信号は徐々に小さくなって再び徐々に大きくなる。このとき、Ｌ出力信号とＲ
出力信号がｈ、ｉの点でフェードアウトするが、その大きさの変化を補うように、ＶＯＬ
処理ブロック２０２のＣ出力信号は大きくなる。したがって全体の音声出力は途切れるこ
となく、連続的に滑らかに切り替えられる。また、図２７のｇ、ｈ，ｉのように音声出力
がフェードアウトしているとき、ＰＬ２処理ブロック２０７とＶＳ処理ブロック２０１の
挿入／切り離しが行われるので、挿入／切り離しに伴う異音は生じない。
【０１９８】
　図２８は、図１０乃至図２０で示した音場モード全体間の遷移を纏めた音場モード遷移
図である。
【０１９９】
　図２８において過渡状態Ａ、Ｂ、Ｃは先に説明したように、その過渡状態において、Ｖ
Ｓ処理ブロック２０１とＰＬ２処理ブロック２０７の出力がＶＯＬ処理ブロック２０２の
入力に対して切り替えられる。したがって、この過渡状態Ａ、Ｂ、ＣはＶＯＬ処理ブロッ
ク２０２の出力信号がフェードアウトしている状態で切り替え、異音が発生しないように
している。これに対して図２８に符号ＦＡＣＴＬで示した処理は、その経路両端にある音
場モードに遷移するとき、各経路のゲイン設定を滑らかに変化させるだけで遷移させるこ
とができ、処理が簡単に行える。この図に示した各音場モード間の遷移において、いずれ
も再生音が途切れたり不連続になったりすることがなく、オーディオアンプの出力状態を
滑らかに切り替えることができる。
【０２００】
　図２９は過渡状態Ａの変形例である。図２９のｍで囲った部分のＣ出力信号に示したよ
うに、過渡状態ＡでＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号を図２２で示したＶＯＬ処理
ブロック２０２のＣ出力信号（図２２のｎで囲った部分のＣ出力信号）より大きくして、
音声出力の音圧が全体として変化しないようにしたものである。なお、ｔ１０は切り替え
開始の時間、ｔ１１はＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ出力信号とＲ出力信号をフェードア
ウトさせる時間、ｔ１２は切り替え終了時間を示している。また、ｊ、ｋ、ｌは図２２の
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ａ、ｂ、ｃと同様にＶＯＬ処理ブロック２０２のＬ、Ｒ、Ｃ出力信号がフェードアウトし
ている部分を示している。
【０２０１】
　これは、図２３においてＡ１からＡ４に遷移させるとき、Ａ２においてＶＯＬ処理ブロ
ック２０２のＣ出力信号に対するゲインを－∞ｄＢから＋ＸｄＢ（ＸはＬ出力信号とＲ出
力信号がフェードアウトしたｋ、ｌ点の音圧を補ってトータルとして音圧が変化しないよ
うな値に設定される）に変化させ、Ａ３においてＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号
に対するゲインをＸｄＢから＋０ｄＢに変化させる。
【０２０２】
　また、Ａ４からＡ１に遷移させるときも同様に過渡状態Ａにおいて全体の音圧が変化し
ないようにＶＯＬ処理ブロック２０２のＣ出力信号に対するゲインを変化させる。これは
過渡状態Ｂ、Ｃについても同様に行うことができる。
【０２０３】
　このようにすると音場モードの切り替え時に全体の音圧が変化しないで滑らかに変化さ
せることができ、ユーザにとってより快適な切り替えを実現することができる。
【０２０４】
　以上の実施の形態の説明では、オーディオ制御部１２１、１４４の制御で実現する各音
場モードを、図１０乃至図２０に示すようにしたが、本発明はこれには限定されない。ま
た、入力チャンネル数やジャンルの情報をＣＥＣラインを通して伝達する例を説明したが
、ＨＤＭＩケーブルのＴＭＤＳチャンネルを利用して伝達することもできる。この場合に
は伝送先の音声復号部あるいは音声復調部によりこれらの情報を抽出するようにすれば良
い。
【０２０５】
　以上、本実施の形態を具体的に説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されず、発
明の要旨を逸脱しない範囲で変更して実施することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２０６】
　本発明は、テレビ受信機、パソコン、レコーダ、ＨＤＤ装置などで番組を録画／再生す
るような装置に広く利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０２０７】
【図１】本発明の音声再生装置、映像音声再生装置、音場モードの切り替え方法を実現す
る第１の実施の形態を示す図である。
【図２】本発明の音声再生装置、映像音声再生装置、音場モードの切り替え方法を実現す
る第２の実施の形態を示す図である。
【図３】本発明の音声再生装置、映像音声再生装置、音場モードの切り替え方法を実現す
る第３の実施の形態を示す図である。
【図４】本発明の第１～第３の実施の形態におけるＨＤＭＩケーブルの接続を説明する図
である。
【図５】本発明の第３の実施の形態におけるテレビ受信機、オーディオ機器、レコーダを
概略制御ブロックで示した図である。
【図６】本発明の第３の実施の形態におけるテレビ受信機、オーディオ機器、レコーダを
より詳細な制御ブロックで示した図である。
【図７】本発明の第３の実施の形態における、信号の流れを説明する図である。
【図８】本発明の第３の実施の形態における、他の信号の流れを説明する図である。
【図９】本発明の実施の形態における、音場モードテーブルの一例を示した図である。
【図１０】５．１ｃｈ入力ＶＳモードの制御処理ブロックを示した図である。
【図１１】５．１ｃｈ入力ピュア再生モードの制御処理ブロックを示した図である。
【図１２】５．１ｃｈ入力声強調モードの制御処理ブロックを示した図である。
【図１３】５．１ｃｈ入力ＯＦＦモードの制御処理ブロックを示した図である。
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【図１４】２ｃｈ入力ＰＬ２＋ＶＳモードの制御処理ブロックを示した図である。
【図１５】２ｃｈ入力ＰＬ２モードの制御処理ブロックを示した図である。
【図１６】２ｃｈ入力ピュア再生／ＯＦＦモードの制御処理ブロックを示した図である。
【図１７】２ｃｈ入力声強調モードの制御処理ブロックを示した図である。
【図１８】１ｃｈ入力ピュア再生モードの制御処理ブロックを示した図である。
【図１９】１ｃｈ入力声強調モードの制御処理ブロックを示した図である。
【図２０】１ｃｈ入力ＯＦＦモードの制御処理ブロックを示した図である。
【図２１】本発明の実施の形態における、過渡状態Ａの概念を説明する図である。
【図２２】本発明の実施の形態における、過渡状態Ａを示すタイムチャートである。
【図２３】本発明の実施の形態における、５．１ｃｈ入力ＯＦＦモードと５．１ｃｈ入力
ＶＳモード間の遷移を示した図である。
【図２４】本発明の実施の形態における、過渡状態Ｂの概念を説明する図である。
【図２５】本発明の実施の形態における、過渡状態Ｂを示すタイムチャートである。
【図２６】本発明の実施の形態における、過渡状態Ｃの概念を説明する図である。
【図２７】本発明の実施の形態における、過渡状態Ｃを示すタイムチャートである。
【図２８】本発明の実施の形態における、音場モード遷移図である。
【図２９】本発明の実施の形態における、過渡状態Ａの他の実施例を示すタイムチャート
である。
【符号の説明】
【０２０８】
１・・・テレビ受信機
２・・・オーディオ機器
３～５・・・レコーダ
６～９、２５・・・ＨＤＭＩケーブル
１０～１７、２６、２７・・・ＨＤＭＩ端子
１８・・・光ケーブル
２１・・・ＨＤＭＩソース
２２・・・ＨＤＭＩシンク
２３・・・ＨＤＭＩ送信機
２４・・・ＨＤＭＩ受信機
２８・・・ＴＭＤＳチャンネル
２９、１６５、１６９・・・ＣＥＣライン
３０、１６６、１７０・・・ＤＤＣライン
３１、１３４、１５８・・・ＥＤＩＤ－ＲＯＭ
４１～４３・・・ホストＣＰＵ
４４・・・モニタマイコン
４５、４６・・・フロントマイコン
４７～４９、５４、５５・・・インターフェース回路
５０、５１、１１０、１５９・・・ＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ
５２、５３、１６０、１７１・・・ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ
１０４・・・アンテナ
１０５・・・チューナ
１０６・・・多重化復元部
１０７・・・映像復号部
１０８、１１２、１４２・・・セレクタ
１０９・・・表示部
１１１・・・コンテンツ情報復号部
１１３・・・デジタルオーディオインターフェース変調部
１１４・・・発光素子
１１５、１５６、１７２・・・システムコントローラ
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１１６・・・リモコン受光部
１１７・・・リモコン
１１８・・・メモリ
１１９・・・操作部
１２０・・・音声復号部
１２１、１４４・・・オーディオ制御部
１２４、１４７・・・ボリューム
１２５～１２８、１４８～１５１・・・アンプ
１２９、１５２・・・左フロントスピーカ
１３０、１５３・・・右フロントスピーカ
１３１、１５４・・・センタスピーカ
１３２、１５５・・・サブウーファ
１３３、１５７・・・双方向インターフェース回路
１４０・・・受光素子
１４１・・・デジタルオーディオインターフェース復調部
１４３・・・音声復調部
１６１、１６７・・・ＴＭＤＳチャンネル
１８１・・・チャンネル数変換処理部
１８２・・・音場変更処理部
１８３・・・強調処理部
１８４・・・イコライザ処理部
１９１・・・チャンネル数変換処理部
１９２・・・音場変更処理部
１９３・・・強調処理部
１９４・・・イコライザ処理部
２０１・・・ＶＳ処理ブロック
２０２・・・ＶＯＬ処理ブロック
２０３・・・ＢＡＳＳ処理ブロッ
２０４・・・ＡｎａｌｏｇＶＯＬ処理ブロック
２０５・・・加算器
２０６・・・Ｍｉｘｅｒ処理ブロック
２０７・・・ＰＬ２処理ブロック
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