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(57)【要約】
【課題】受信した放送番組の番組情報から抽出したジャ
ンル情報と入力チャン数に基づいて、放送番組に適合し
た音場モードを実現するための音場制御方法を提供する
。
【解決手段】本発明の音場制御方法は、放送番組に付加
されている番組情報からジャンル情報と入力チャンネル
数を読み取る。そして、この読み取ったジャンル情報と
入力チャンネル数の双方に対応付けされた音場モードに
係る情報とその音場制御情報を、番組情報として含まれ
る入力チャンネル数とジャンル情報とに関連付けして複
数の音場モードの何れか一つの音場モードに係る情報を
登録した音場モードテーブルを参照して求める。続いて
、求めた音場制御情報に基づいて作成した制御指令をオ
ーディオ制御部に出力して、オーディオ制御部を放送番
組に適合した音場モードを実現するための処理構成に切
り替える。
【選択図】図１３
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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信号を音声出力するために前記音声信号に加工を施すことができ
るオーディオ制御部に、放送番組の音声信号を入力して前記放送番組に適した音場モード
に対応する加工を施すための音場制御方法であって、
前記放送番組に付加された番組情報から読み取ったジャンル情報と入力チャンネル数との
双方に対応する音場モードに係る情報とその音場制御情報を、前記放送番組の番組情報と
して含まれるジャンル情報と入力チャンネル数に関連付けして前記複数の音場モードの何
れか一つの音場モードに係る情報と該音場モードに係る情報に対応して前記音声信号に加
工を施すための音場制御情報を登録したジャンル情報・入力チャンネル数別音場モードテ
ーブルを参照して求め、
前記求めた音場制御情報に基づいて前記加工を施すための制御指令を作成し、作成した前
記制御指令を前記オーディオ制御部に出力することを特徴とする音場制御方法。
【請求項２】
前記番組情報から読み取ったジャンル情報と入力チャンネル数とに複数の前記ジャンル情
報が含まれ、かつ前記ジャンル情報・入力チャンネル数別音場モードテーブルを参照して
前記読み取った複数のジャンル情報の各ジャンル情報と前記入力チャンネル数との双方に
対応する前記音場モードに係る情報が複数種求められたときには、
前記複数の音場モードに係る情報から１種を選択するために予め設定した優先順位に関す
る情報を参照して、前記求められた複数種の前記音場モードに係る情報から１種を選択す
ることを特徴とする請求項１に記載の音場制御方法。
【請求項３】
複数の音場モードで音声信号を音声出力するために前記音声信号に加工を施すことができ
るオーディオ制御部に、放送番組の音声信号を入力して前記放送番組に適した音場モード
に対応する加工を施す処理を行う音場制御プログラムであって、
前記放送番組に付加されている番組情報のジャンル情報と入力チャンネル数を読み取るス
テップと、
前記読み取ったジャンル情報と入力チャンネル数との双方に対応する音場モードに係る情
報とその音場制御情報を、前記放送番組の番組情報として含まれるジャンル情報と入力チ
ャンネル数に関連付けして前記複数の音場モードの何れか一つの音場モードに係る情報と
該音場モードに係る情報に対応して前記音声信号に加工を施すための音場制御情報を登録
したジャンル情報・入力チャンネル数別音場モードテーブルを参照して求める音場制御情
報取得ステップと、
前記求めた前記音場制御情報に基づいて、前記音声信号に加工を施すための制御指令を作
成するステップと、
作成した前記制御指令の信号を前記オーディオ制御部に出力するステップと、
を備えていることを特徴とする音場制御プログラム。
【請求項４】
前記番組情報のジャンル情報と入力チャンネル数とを読み取るステップで読み取ったジャ
ンル情報と入力チャンネル数とに複数の前記ジャンル情報が含まれ、かつ前記音場制御情
報取得ステップにより、前記読み取った複数のジャンル情報の各ジャンル情報と前記入力
チャンネル数との双方に対応する前記音場モードに係る情報が複数種求められたときに、
前記複数の音場モードに係る情報から１種を選択するために予め設定した優先順位に関す
る情報を参照して、前記求められた複数種の前記音場モードに係る情報から１種を選択す
る処理を行うステップを備えていることを特徴とする請求項３に記載の音場制御プログラ
ム。
【請求項５】
複数の音場モードで音声信号を音声出力するために前記音声信号に加工を施すことができ
るオーディオ制御部に、放送番組の音声信号を入力して前記放送番組に適した音場モード
に対応する加工を施して音声出力する音声再生装置であって、
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前記放送番組に付加されている番組情報のジャンル情報と入力チャンネル数を読み取る手
段と、
前記読み取ったジャンル情報と入力チャンネル数の双方に対応する音場モードに係る情報
とその音場制御情報を、前記放送番組の番組情報として含まれるジャンル情報と入力チャ
ンネル数に関連付けして前記複数の音場モードの何れか一つの音場モードに係る情報と該
音場モードに係る情報に対応して前記音声信号に加工を施すための音場制御情報を登録し
たジャンル情報・入力チャンネル数別音場モードテーブルを参照して求める音場制御情報
取得手段と、
前記求めた前記音場制御情報に基づいて、前記音声信号に加工を施すための制御指令を作
成する手段と、
作成した前記制御指令の信号を前記オーディオ制御部に出力する手段と、
を備えていることを特徴とする音声再生装置。
【請求項６】
前記番組情報のジャンル情報と入力チャンネル数とを読み取る手段で読み取ったジャンル
情報と入力チャンネル数とに複数の前記ジャンル情報が含まれ、かつ前記音場制御情報取
得手段により前記読み取った複数のジャンル情報の各ジャンル情報と前記入力チャンネル
数との双方に対応する前記音場モードに係る情報が複数種求められたときに、
前記複数の音場モードに係る情報から１種を選択するために予め設定した優先順位に関す
る情報を参照して、前記求められた複数種の前記音場モードに係る情報から１種を選択す
る処理を行う手段を備えていることを特徴とする請求項５に記載の音声再生装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル放送等のコンテンツを再生するときに、そのＡＶ信号の音声信号を
複数の音場モードのなかから放送番組に適した音場モードで音声出力するための音場制御
方法とその音場制御プログラム、及び音声再生装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル放送を受信するテレビ受信機では、ＡＶ信号（オーディオ・ビジュアル信号；
映像信号と音声信号を含む）とそれに付加された番組情報（ジャンル情報、番組タイトル
名、番組概要、チャンネル情報など。以下、番組情報という）を受信している。テレビ受
信機はこれら番組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２００２－３１４４４７号公報（特許文献１）によれば、マイ
コンが、番組配列信号ＳＩに含まれるジャンル分類コードとサラウンド設定番号とを対応
させた対応テーブルを格納し、番組のジャンル分類コードに応じた指令信号ＤＩＲを出力
し、音声サラウンド回路が、この指令信号ＤＩＲに応じて、デジタル音声信号の信号処理
条件を設定し、視聴番組に適した音場を設定するようになっている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３１４４４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載された従来技術は、番組のジャンル情報に応じてデジタル音声信
号の信号処理条件を設定し、視聴番組に適した音場を設定するようになっているが、番組
のジャンル情報のみに応じた音場とした場合、必ずしも番組に最適な音場になるとは限ら
ない。
　例えば、同じジャンルに分類されたものであっても、入力チャンネル数が異なる場合に
は入力チャンネル数に応じて異なる音場モードを設定したほうが適している場合があるか
らである。
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　従来は、放送番組のジャンル情報が同じであれば同じ音場モードにしているため、この
ような同じジャンルであっても入力チャンネル数が異なり、しかも最適な音場モードが入
力チャンネル数によって異なる場合に対応することができないという問題があった。
【０００５】
　本発明の目的は、上記問題点に鑑み、番組に応じた音場モードを再生する際、放送番組
の番組情報に含まれているジャンル情報と入力チャンネル数の双方を考慮して番組内容に
応じた最適な音場と高品位な音質で音声出力することができる音場制御方法とそのプログ
ラム、及び音声再生装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の音場制御方法は、複数の音場モードで音声信号を音声出力するために前記音声信
号に加工を施すことができるオーディオ制御部に、放送番組の音声信号を入力して前記放
送番組に適した音場モードに対応する加工を施すための音場制御方法であって、
前記放送番組に付加された番組情報から読み取ったジャンル情報と入力チャンネル数との
双方に対応する音場モードに係る情報とその音場制御情報を、前記放送番組の番組情報と
して含まれるジャンル情報と入力チャンネル数に関連付けして前記複数の音場モードの何
れか一つの音場モードに係る情報と該音場モードに係る情報に対応して前記音声信号に加
工を施すための音場制御情報を登録したジャンル情報・入力チャンネル数別音場モードテ
ーブルを参照して求め、
前記求めた音場制御情報に基づいて前記加工を施すための制御指令を作成し、作成した前
記制御指令を前記オーディオ制御部に出力することを特徴としている。
また、本発明の音場制御方法は、前記番組情報から読み取ったジャンル情報と入力チャン
ネル数とに複数の前記ジャンル情報が含まれ、かつ前記ジャンル情報・入力チャンネル数
別音場モードテーブルを参照して前記読み取った複数のジャンル情報の各ジャンル情報と
前記入力チャンネル数との双方に対応する前記音場モードに係る情報が複数種求められた
ときには、
前記複数の音場モードに係る情報から１種を選択するために予め設定した優先順位に関す
る情報を参照して、前記求められた複数種の前記音場モードに係る情報から１種を選択す
ることを特徴としている。
【０００７】
また、本発明の音場制御プログラムは、複数の音場モードで音声信号を音声出力するため
に前記音声信号に加工を施すことができるオーディオ制御部に、放送番組の音声信号を入
力して前記放送番組に適した音場モードに対応する加工を施す処理を行う音場制御プログ
ラムであって、
前記放送番組に付加されている番組情報のジャンル情報と入力チャンネル数を読み取るス
テップと、
前記読み取ったジャンル情報と入力チャンネル数との双方に対応する音場モードに係る情
報とその音場制御情報を、前記放送番組の番組情報として含まれるジャンル情報と入力チ
ャンネル数に関連付けして前記複数の音場モードの何れか一つの音場モードに係る情報と
該音場モードに係る情報に対応して前記音声信号に加工を施すための音場制御情報を登録
したジャンル情報・入力チャンネル数別音場モードテーブルを参照して求める音場制御情
報取得ステップと、
前記求めた前記音場制御情報に基づいて、前記音声信号に加工を施すための制御指令を作
成するステップと、
作成した前記制御指令の信号を前記オーディオ制御部に出力するステップと、
を備えていることを特徴としている。
また、本発明の音場制御プログラムは、前記番組情報のジャンル情報と入力チャンネル数
とを読み取るステップで読み取ったジャンル情報と入力チャンネル数とに複数の前記ジャ
ンル情報が含まれ、かつ前記音場制御情報取得ステップにより、前記読み取った複数のジ
ャンル情報の各ジャンル情報と前記入力チャンネル数との双方に対応する前記音場モード
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に係る情報が複数種求められたときに、
前記複数の音場モードに係る情報から１種を選択するために予め設定した優先順位に関す
る情報を参照して、前記求められた複数種の前記音場モードに係る情報から１種を選択す
る処理を行うステップを備えていることを特徴としている。
【０００８】
また、本発明の音声再生装置は、複数の音場モードで音声信号を音声出力するために前記
音声信号に加工を施すことができるオーディオ制御部に、放送番組の音声信号を入力して
前記放送番組に適した音場モードに対応する加工を施して音声出力する音声再生装置であ
って、
前記放送番組に付加されている番組情報のジャンル情報と入力チャンネル数を読み取る手
段と、
前記読み取ったジャンル情報と入力チャンネル数の双方に対応する音場モードに係る情報
とその音場制御情報を、前記放送番組の番組情報として含まれるジャンル情報と入力チャ
ンネル数に関連付けして前記複数の音場モードの何れか一つの音場モードに係る情報と該
音場モードに係る情報に対応して前記音声信号に加工を施すための音場制御情報を登録し
たジャンル情報・入力チャンネル数別音場モードテーブルを参照して求める音場制御情報
取得手段と、
前記求めた前記音場制御情報に基づいて、前記音声信号に加工を施すための制御指令を作
成する手段と、
作成した前記制御指令の信号を前記オーディオ制御部に出力する手段と、
を備えていることを特徴としている。
また、本発明の音声再生装置は、前記番組情報のジャンル情報と入力チャンネル数とを読
み取る手段で読み取ったジャンル情報と入力チャンネル数とに複数の前記ジャンル情報が
含まれ、かつ前記音場制御情報取得手段により前記読み取った複数のジャンル情報の各ジ
ャンル情報と前記入力チャンネル数との双方に対応する前記音場モードに係る情報が複数
種求められたときに、
前記複数の音場モードに係る情報から１種を選択するために予め設定した優先順位に関す
る情報を参照して、前記求められた複数種の前記音場モードに係る情報から１種を選択す
る処理を行う手段を備えていることを特徴としている。
【０００９】
　なお、上記した入力チャンネル数とは、放送番組等のコンテンツに係るＡＶ信号に付加
されている番組情報に含まれている情報であって、音声信号のモード（音声モード）を表
すための情報である。例えば、１チャンネル（ｃｈ）、２ｃｈ、５．１ｃｈ等を表す情報
を示す。また、上記コンテンツとは、デジタル放送等の放送番組及びこの放送番組を録画
した番組等を示し、ＡＶ信号とこのＡＶ信号に付加されている番組情報を含むものを示す
。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、番組に応じた音場モードを再生する際、ＡＶ信号の番組情報として含
まれているジャンル情報と入力チャンネル数との双方に基づいて予め設定された最適な音
場モードを自動的に選択する処理を行うようにしているので、番組内容に応じた最適な音
場と高品位な音質で音声再生す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】
【００１１】
　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。
【００１２】
　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（音声再生装置）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、ＡＶ信号や番組情報
信号の授受を行い、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。
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【００１３】
　図１はテレビ受信機１と音声再生装置となるオーディオ機器２をＨＤＭＩケーブル６と
光ケーブル１８で接続した第１の実施の形態を示す。図２はテレビ受信機１と２台の映像
音声再生装置となる映像音声再生装置レコーダ３、４をＨＤＭＩケーブル７及びＨＤＭＩ
ケーブル８で接続した第２の実施の形態を示し、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、さらにオーディオ機器２とレコーダ
５をＨＤＭＩケーブル９で接続した第３の実施の形態を示している。
【００１４】
テレビ受信機１は映像音声再生装置、あるいは受信手段であり、放送番組を直接受信して
再生することができると共に、ＨＤＭＩケーブル６～９を介して外部機器から入力された
ＡＶ信号を基に番組を再生することができる。また、オーディオ機器２は音声再生装置で
あり、ＨＤＭＩケーブル６～９、光ケーブル１８を介して入力された音声信号を基に音声
を再生することができる。またレコーダ３～５は番組記録再生装置、映像音声再生装置、
あるいは受信手段であり、放送番組のＡＶ信号を直接受信して記録、再生することができ
ると共に、再生されたＡＶ信号をＨＤＭＩケーブル６～９を介して外部に出力することが
できる。図示はしていないがレコーダ３～５は外部からＡＶ信号を入力して記録、再生す
ることもできる。
【００１５】
　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（オーディオ・ビジュアル）関連機器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（オーディオ・ビジュアル機器）を制御することができるようにな
る。
【００１６】
　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。
【００１７】
　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。
【００１８】
　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。
【００１９】
　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。
【００２０】
　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、放送番組のジ
ャンル情報や入力チャンネル数に応じた情報がＣＥＣライン２９を通してやり取りされる
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。
【００２１】
　上記したジャンル情報とは、放送番組を分類するための情報であって、例えば、「映画
」、「ドラマ」、「音楽」、「ドキュメンタリ」、「ニュース」、「スポーツ」、「アニ
メ」等を表す情報をコード化したものである。また、入力チャンネル数とは、放送番組等
のコンテンツの音声信号についてその音声モードの種類を表す情報であって、例えば５．
１チャンネル（ｃｈ）、２ｃｈ、１ｃｈ等を示す情報である。これらジャンル情報と入力
チャンネル数に関する情報は、ＡＶ信号の付加する情報として含まれているＳＩ（Servic
e Information：番組配列情報）から抽出して取得することができる。
【００２２】
また、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。
【００２３】
　図５は、図３に示す第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。
図５において、４１～４３はホストＣＰＵである。また、４４はモニターマイコン、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
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。
【００２４】
　ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ５３には送信先としてＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ５０が接続されてい
る。またＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ５２には送信先として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ＬＳＩ５２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ＬＳＩ
５１に接続されている。
【００２５】
　ホストＣＰＵ４１～４３は、記憶手段となるメモリ（図６に示すメモリ１１８）を備え
ている。このメモリとしては、例えばＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ(Random Acce
ss Memory)を備え、各ＲＯＭにはそれぞれテレビ受信機１、オーディオ機器２、レコーダ
５（３、４）の動作を制御するための各種のプログラムが記憶されている。また、テレビ
受信機１とオーディオ機器２のＲＯＭには後述するジャンル情報・入力チャンネル数別音
場モードテーブル５００（図１１参照）等のデータテーブルが記憶されている。そして、
これらプログラムの制御により、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。さらに、ホストＣＰＵ４１～４３は、ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ
５２、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。さらに、ホストＣＰＵ４１、４２は、ＨＤＭＩ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。
【００２６】
　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。
【００２７】
　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
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、テレビ受信機１のホストＣＰＵ４１はプログラム制御により、レコーダ５のホストＣＰ
Ｕ４３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。
【００２８】
　この制御信号はモニターマイコン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Ｌ
ＳＩ５２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、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。
【００２９】
　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で録画番組等のコンテンツの番組情報
から抽出されたジャンル情報や入力チャンネル数（コンテンツに関する番組情報）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、ＣＥＣライン、インターフェース回路４７、モニター
マイコン４４を介して送信する。テレビ受信機１は、上記により受信したジャンル情報や
入力チャンネル数（コンテンツに関する番組情報）に応じてスピーカ出力モード（音場モ
ード）を番組に適した構成に切り替える制御を行う。
【００３０】
なお、上記したジャンル情報や入力チャンネル数の送信手段として、レコーダ５により番
組情報から抽出されたジャンル情報や入力チャンネル数（コンテンツに関する番組情報）
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
なるような「番組情報に基づく制御情報」（ここでの番組情報に基づく制御情報とは、音
声再生手段が持つ複数の音場モードの中で番組に対応した音場モードになるように制御す
るための情報であり、例えばバーチャルサラウンドをＯＮするかＯＦＦするかの指定する
コマンド（後述の「ＶＳ　ＯＮ／ＯＦＦ」など）や、番組情報に対応したコードなどを使
用することができる）を送っても良い。
【００３１】
　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
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。
【００３２】
　この制御信号はモニターマイコン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Ｌ
ＳＩ５２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ＣＰＵ
４２は受信された信号のうち、映像信号は自己向けでないと判断し、この映像信号を再び
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。このようにしてテレビ受信機１は自
己の映像表示部に映像を表示する。
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【００３３】
　一方、オーディオ機器２のホストＣＰＵ４２は、受信した音声信号は自己向けであると
判断するので自己向け音声データとして取り込む。そして、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制御を行う。また、レコーダ５で
抽出されたジャンル情報と入力チャンネル数（コンテンツに関する番組情報）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４
６、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、上記ジャンル情報や入力チャンネル
数（コンテンツに関する番組情報）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から抽出されたジャンル情報や入力チャンネル数（
コンテンツに関する番組情報）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な番組情報に基づく制御情報を送ってもよい。
【００３４】
　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ラインを介してジャンル情報や入力チャンネル数（コンテンツに関する番
組情報）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
な番組情報に基づく制御情報を送る。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切り替える制御を行う。
【００３５】
　また、さらに他の例として、例えば、テレビ受信機１のホストＣＰＵ４１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。
【００３６】
　このとき、テレビ受信機１のホストＣＰＵ４１は、ジャンル情報や入力チャンネル数（
コンテンツに関する番組情報）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、モニターマイコン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、上記ジャンル情報や入力チャンネル数（コンテンツに関する番組情報）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
はジャンル情報や入力チャンネル数（コンテンツに関する番組情報）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な番組情報
に基づく制御情報を送っても良い。
【００３７】
　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、放送番組のジャンル情報と入力チャンネル数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。
【００３８】
　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
ドが考えられる。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。
【００３９】
　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。
【００４０】
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　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（テレビ受信機）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１２
１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１１３と、発光素子１１４と、双方向インターフェース回路１３３と、Ｅ
ＤＩＤ－ＲＯＭ１３４を具備している。
【００４１】
なお、上記システムコントローラ１１５は、ホストＣＰＵ４１がメモリ１１８のＲＯＭに
記憶している各種のプログラムを作動させて、テレビ受信機１の動作を統括して制御する
ための手段となる。この各種のプログラムは、図９に示すようなプログラムを備えている
。これらのプログラムの処理内容については後記する。
【００４２】
　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
ンツに関する番組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放送番組に限
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
番組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。
【００４３】
　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、番組情報を
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、分離した番組情報はコンテンツ情報復号部１１１に出力される。
なお、番組情報は、入力信号に多重されている番組のジャンル情報に係わる情報を表すジ
ャンルコードや、ＥＰＧ（Electronic Programming Guide）等の情報である。このコンテ
ンツのジャンルコードとしては、前記したように、例えば「映画」、「ドラマ」、「音楽
」、「ドキュメンタリ」、「ニュース」等を表すコードが含まれているものとする。
【００４４】
　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。
【００４５】
　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によって加工処理が施
された後、ボリューム１２４を介してアンプ１２５～１２８で増幅され、出力チャンネル
が３．１ｃｈの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。
【００４６】
　コンテンツ情報復号部１１１は、多重化復元部１０６から入力された番組情報を復号化
すると共に、復号化された番組情報からジャンル情報と入力チャンネル数を抽出し、抽出
したジャンル情報と入力チャンネル数は、入出力制御プログラムの制御によりシステムコ
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、すなわち番組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
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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。
【００４７】
　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
施して音質の調整を行う音声加工処理手段であり、電子回路から構成されるチャンネル数
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とを備えている。
【００４８】
　チャンネル数変換処理部１９１及び音場変更処理部１９２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ている。
復号化された音声信号のうち、ＬＦＥ（低音（２０Ｈz～１２０Ｈz）の効果音）を除く音
声信号のチャンネル数変換処理及び、ＬＦＥを含まない音声信号からＬＦＥ成分を生成す
る処理を行う。例えば、５．１ｃｈの音声信号を３．１ｃｈ又は１．１ｃｈに、２ｃｈの
音声信号を１ｃｈに、３．１ｃｈの音声信号を１．１ｃｈ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２．１ｃｈに変換するバーチャルサラ
ウンド処理、２ｃｈの音声信号を３ｃｈ又は５ｃｈ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。
【００４９】
　また、チャンネル数変換処理部１９１及び音場変更処理部１９２は、チャンネル数を変
換する処理と同時に、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。
そして、チャンネル数変換処理部１９１及び音場変更処理部１９２により変換された出力
チャンネルの各チャンネルに対応するスピーカ１２９～１３２から音声が再生されること
になる。
【００５０】
　チャンネル数変換処理部１９１と音場変更処理部１９２は、バーチャルサラウンドやプ
ロロジック２（登録商標）、入力された音声信号に従って忠実に音声の再生を実現する音
場（ピュア再生）、等を実現する処理を行う。
【００５１】
　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
。
【００５２】
　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、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。
【００５３】
　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。
【００５４】
　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。
【００５５】
メモリ１１８は、前記したようにＲＯＭ、ＲＡＭ等から構成される。このうち、ＲＯＭに
は、前記したようにテレビ受信機１の動作を制御するためのプログラムが記憶されている
。さらに、ＲＯＭにはＡＶ信号に付加される番組情報のジャンル情報と入力チャンネル数
について、これらジャンル情報と入力チャンネル数とに関連付けして音声信号を最適な音
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場モードで音声出力するための音場制御情報を登録したジャンル情報・入力チャネル数別
音場モードテーブル５００（後述の図１１参照）と、音場モード選択優先順位テーブル６
００（後述の図１２参照）が記憶されている。また、ＲＡＭにはコンテンツ情報復号部１
１１によって抽出されたジャンル情報と入力チャンネル数等のコンテンツの番組情報に関
するデータが記憶される。
【００５６】
　ＨＤＭＩ受信用ＬＳＩ１１０は、ＨＤＭＩケーブル６を介してオーディオ機器２から受
信した信号から映像信号と音声信号を分離再生し、映像信号をセレクタ１０８へ出力し、
音声信号をセレクタ１１２へ出力する。
【００５７】
　セレクタ１０８は、システムコントローラ１１５の入出力制御プログラムからの指示に
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、同様にシス
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ＨＤ
ＭＩ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。
【００５８】
　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
声信号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。
【００５９】
　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。
【００６０】
　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１０、１１等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。
【００６１】
　テレビ受信機１のＲＯＭには、図９に示すプログラムが記憶されている。これらのプロ
グラムは、メイン制御プログラムＭ１、入出力制御プログラムＰ１、通信制御プログラム
Ｐ２、音場制御情報取得プログラムＰ３（音場制御情報取得手段）、優先順位による音場
モード選択プログラムＰ４、音場切り替え制御プログラムＰ５、リモコン指令処理プログ
ラムＰ６、等から構成される。メイン制御プログラムＭ１は、テレビ受信機１の動作を統
括して制御するためのプログラムである。
【００６２】
　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１４
８～１５１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ＬＳＩ１５０と、ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ１６０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。また、オーディオ機
器２は、図６には示していないが、テレビ受信機１が備えているメモリ１１８と同様のＲ
ＯＭとＲＡＭ等から構成されるメモリを備えている。
【００６３】
なお、オーディオ機器２が備えているＲＯＭには、ホストＣＰＵ４２がオーディオ機器２
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の動作を制御する各種のプログラムと、前述したジャンル情報・入力チャンネル数別音場
モードテーブル５００（以下、音場モードテーブル５００という）、音場モード選択優先
順位テーブル６００、等が記憶されている。この各種のプログラムは、図１０に示すよう
に、前記したテレビ受信機１のＲＯＭが備えているプログラムとほぼ同様な処理機能を備
えたメイン制御プログラムＭ２、入出力制御プログラムＰ２１、通信制御プログラムＰ２
２、音場制御情報取得プログラムＰ２３（音場制御情報取得手段）、優先順位による音場
モード選択プログラムＰ２４、音場切り替え制御プログラムＰ２５、等から構成される。
メイン制御プログラムＭ２は、オーディオ機器２の動作を統括して制御するためのプログ
ラムである。
【００６４】
　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。
【００６５】
　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
工を施された後、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の指示に従って各スピ
ーカの音圧を制御する。
【００６６】
　オーディオ制御部１４４は、システムコントローラ１５６の制御により、音声復調部１
４３によって復調された音声信号に加工を施して音質を調整する音声加工処理手段であり
、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。
【００６７】
　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。そして、チャンネル数変換処理部１８１により変換された出力チャ
ンネル数に対応するスピーカ１５２～１５５から音声が再生されることになる。
【００６８】
　音場変更処理部１８２は、前記した音場変更処理部１９２と同様に音場、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。
【００６９】
　強調処理部１８３による処理は、前記した強調処理部１９３と同様に、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。
【００７０】
　チャンネル数変換処理部１８１、音場変更処理部１８２は、及び強調処理部１８３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、バー
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チャルサラウンドやプロロジック２（登録商標）、入力された音声信号に従って忠実に音
声の再生を実現する音場（ピュア再生）、等を実現する処理を行う。
【００７１】
　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。
【００７２】
　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。
【００７３】
　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。
【００７４】
　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。
【００７５】
　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
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。
【００７６】
　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復調部１４３へ出力する。
【００７７】
　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。システムコントローラ１７２は、ホストＣＰＵ４３により
レコーダ５の動作を制御するためのプログラムを備えている。このプログラムとしては、
テレビ受信機１及びオーディオ機器２が備えている前記したメインプログラムＭ１（Ｍ２
）、入出力制御プログラムＰ１（Ｐ２１）、及び通信制御プログラムＰ２（Ｐ２２）と同
様な機能を有するプログラムを備えている。
【００７８】
ＨＤＭＩ送信用ＬＳＩ１７１は、システムコントローラ１７２の通信プログラムの指示に
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ＬＳＩ１７１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ＥＤＩＲ－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ＥＤＩＲ－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ーＲＯＭが
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テレビ受信機１の双方向バッファ１３３やＥＤＩＤーＲＯＭ１３４と同様の構成で接続さ
れている。
【００７９】
　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に従って説明する。なお、図７に示す制御ブロックは、図６に示
した構成図と同じである。
【００８０】
　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を構成するＲＡＭに記憶さ
れている。
【００８１】
　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
。
【００８２】
　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。
【００８３】
　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情報と入
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
構成を切り替える処理を行う。
【００８４】
　従って、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。
【００８５】
　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から入力された番
組情報を復号化すると共に、復号化された番組情報からジャンル情報に係わる情報を抽出
してシステムコントローラ１１５に出力する。また、多重化復元部１０６からの音声信号
はセレクタ１１２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１１３に出力される。
【００８６】
　また、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。そして
、システムコントローラ１１５は、放送番組のジャンルに係わる情報をコンテンツ情報復
号部１１１から読み取り、さらに、入力チャンネル数に係わる情報を音声復号部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情報と入力
チャンネル数を、オーディオ機器２のシステムコントローラ１５６に送信する。この指令
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は図７の一点鎖線（ロ）で示した信号の流れで示される。なお、この送信処理においては
、前記したように、ジャンル情報や入力チャンネル数（コンテンツに関する番組情報）そ
のものを送るのではなく、この情報をもとに後述する音場モードテーブルを参照して、ス
ピーカ出力モードを番組に適したものにするための音場制御情報を送っても良い。
【００８７】
　この放送番組のジャンル情報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、メモリ（ＲＯＭ）に記憶している音場モードテーブル５００を参照して
、受信したジャンル情報と入力チャンネル数の双方に一致する音場制御情報を求める処理
を行う。続いて、システムコントローラ１５６は音場切り替え指令プログラムを作動させ
て、オーディオ制御部１４４に対して、求めた音場制御情報に対応する音場制御信号を作
成して出力する。オーディオ機器２のオーディオ制御部１４４は、この音場制御信号によ
り音声信号を加工するための処理構成が、放送番組のジャンル情報と入力チャンネル数に
対応した最適な音場モードを実現するように切り替えられる。
【００８８】
　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１０、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情報と入力チャンネル数に対応した最適な音場モード
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。
【００８９】
　これにより、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情報
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。
【００９０】
　なお、前記したようにシステムコントローラ１１５はジャンル情報や入力チャンネル数
（コンテンツに関する番組情報）そのものをオーディオ機器２に送信するのではなく、こ
の情報を基に音場モードテーブル５００を参照して取得した音場制御情報を送信する手段
を採用したときには、オーディオ機器２のシステムコントローラ１５６は受信した音場制
御情報に対応する制御信号を作成してこの信号をオーディオ制御部１４４に出力する処理
を行うようにする。
【００９１】
　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
番組等のコンテンツに係る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に従って説明する。なお、図８に示す制御ブロックは、図６
に示した構成図と同じである。
【００９２】
　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
に記憶されている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。
【００９３】
　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。
【００９４】
　ユーザがリモコン１１７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
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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１２９～１３２から出力されないように処理する。
【００９５】
　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１２０
、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。
【００９６】
　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受信用ＬＳＩ１５９の音声信号を選択するようにセレクタ１４２を切
り替える。
【００９７】
そして、レコーダ５により録画した放送番組の再生がスタートすると、録画情報としてＨ
ＤＭＩケーブル９のＣＥＣライン１６５を通して、放送番組のジャンル情報と入力チャン
ネル数がオーディオ機器２のシステムコントローラ１５６に送信される。システムコント
ローラ１５６は、これらジャンル情報と入力チャンネル数を受信すると、システムコント
ローラ１５６のメモリ（ＲＯＭ）に記憶している音場モードテーブル５００を参照して、
受信したジャンル情報と入力チャンネル数の双方に一致する音場制御情報を求める処理を
行う。続いて、システムコントローラ１５６は音場切り替え指令プログラムを作動させて
、オーディオ制御部１４４に対して、求めた音場制御情報と対応する音場制御信号を出力
する。オーディオ機器２のオーディオ制御部１４４は、この音場制御信号により音声信号
を加工するための処理構成が放送番組のジャンル情報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切り替えられる。
【００９８】
　一方、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ＬＳＩ１
１０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。
【００９９】
　また、上記したシステムコントローラ１７２で抽出されたジャンル情報とチャンネル数
の情報がオーディオ機器２のシステムコントローラ１５６に出力されるときの制御信号の
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、前記したように、録画番組のジャン
ル情報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その処理構成を切り替え
る処理を行う。
【０１００】
　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、既に前記したように放送番組の
ジャンル情報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に入力した音声信号は加工が施されてスピーカ１５
２～１５５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。これに
より、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情報と入力チ
ャンネル数に応じた最適な音場モードの音場を実現することになる。
【０１０１】
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　続いて、上記した音場モードテーブル５００のデータ構成について説明する。図１１に
示す音場モードテーブル５００は、放送番組の番号情報に含まれるジャンル情報と入力チ
ャンネル数に係る情報について、これら双方の情報と関連付けして設定した音場モードに
係る情報とその音場制御情報を登録したデータテーブルである。この音場モードテーブル
５００は、テレビ受信機１のメモリ１１８（ＲＯＭ）と、オーディオ機器２のＲＯＭに記
憶している。
【０１０２】
図１１に示す音場モードテーブル５００おいては、入力チャンネル数ごとに、ジャンル情
報と、このジャンル情報に対応して４種の音場モードに係る情報（音場モード名とそのコ
ード）の何れか１種とその音場制御情報とを関連付けして登録した例を表している。この
音場モードテーブル５００に登録している音場制御情報は、オーディオ制御部１２１（又
は１４４）において放送番組の音声信号をこの音場モードに対応した加工を施すための制
御情報である。
【０１０３】
　音場モードテーブル５００に登録している音場モードに係る情報は、それぞれの入力チ
ャンネル数ごとに、例えば「じっくり視聴」、「ピュア再生」、「ながら視聴」、「声強
調」とネーミングした４種の音場モード名とその音場名コード（Ｊ、Ｐ、Ｎ、Ｋ）を登録
している。
【０１０４】
また、音場モードテーブル５００に登録している音場制御情報としては、例えば、バーチ
ャルサラウンドをＯＮするかＯＦＦするかを示す情報（ＶＳ　ＯＮ／ＯＦＦ）、ＰＬ２（
プロロジック２（登録商標））をＯＮするかＯＦＦするかを示す情報（ＰＬ２　ＯＮ／Ｏ
ＦＦ）、及びゲイン設定情報に関する情報から構成されるようにする。なお、ゲイン設定
情報としては、音声出力するスピーカの数を制御するためにMixer部（図１５、図１６参
照）のゲインを設定するための制御情報、スピーカ間の音量のバランスを制御するために
Volume部（図示せず）のゲインを設定するための制御情報、等を登録している。
【０１０５】
システムコントローラ１１５（あるいは１４４）の音場制御情報取得プログラムＰ３（又
はＰ２３）は、放送番組の番組情報に含まれている入力チャンネル数が５．１ｃｈでジャ
ンル情報が「映画」、「スポーツ」、「アニメ／特撮」の何れかである場合には、音場モ
ードテーブル５００を参照して予め設定した最適な音場モードとして「じっくり視聴」（
音場名コード：J）を選択する処理を行う。同様に、入力チャンネル数が２ｃｈでジャン
ル情報が「音楽」、「劇場／公演」の何れかである場合には音場モードとして「ピュア再
生」（音場名コード：Ｐ）を、同様に、入力チャンネル数が１ｃｈでジャンル情報が「ド
ラマ」、「バラエティ」、「スポーツ」、「アニメ／特撮」の何れかである場合には音場
モードとして「ながら視聴」（音場名コードＮ）を、同じく、入力チャンネル数が１ｃｈ
でジャンル情報が「ニュース／報道」、「情報／ワイドショー」、「ドキュメンタリ／教
養」、「趣味／教育」、「福祉」の何れかのときには音場モードとして「声強調」（音場
名コード：Ｋ）、等を選択する処理を行う。
【０１０６】
　図１１に示す音場モード名である「じっくり視聴」は、音声出力の視聴スイートスポッ
トは狭いがサラウンド効果により臨場感を大きくし、かつセンタスピーカでセリフも聞き
取り易くすることによりユーザはテレビ受信機の正面でじっくりと視聴することができる
ことを示す音場モードを意味する。同じく「ピュア再生」は、ソースの音声信号を忠実に
音声として出力することを示す音場モードを意味する。同じく「ながら視聴」は、音声出
力にステレオ感を残しつつ、ユーザはテレビ受信機の正面にいなくても声を聞き取り易く
したことを示す音場モードを意味する。また、「声強調」は、音声出力のステレオ感は少
ないがセンタスピーカ使用により声の聞き取り易さに重点をおいたことを示す音場モード
を意味する。このように、本実施形態においては、番組情報の入力チャンネル数とジャン
ル情報に基づいて設定した４種の音場モードの何れか一つの音場モードで、放送番組の音



(19) JP 2008-301149 A 2008.12.11

10

20

30

40

50

声信号を音場制御情報に基づいて加工処理を施すようにしている。
【０１０７】
　図１１に例示した４種の音場モード名である「じっくり視聴」、「ピュア再生」、「な
がら視聴」、「声強調」は、上記のように、ジャンル情報と入力チャンネル数の双方を考
慮して音声信号を音声出力する音質等の特性を表すための名称を示している。従って、こ
れら音場モード名は、本発明を実施するためのテレビ受信機や映像音声再生システムの取
扱説明書等に記載されるので、ユーザが理解し易い適切なネーミングを行うことが望まし
い。
【０１０８】
　なお、音場モードテーブル５００のデータ構成は必ずしも図１１に示すような構成にす
る必要はなく、入力チャンネル数と、ジャンル情報と、音場モードに係る情報とその音場
制御情報とを関連付けした複数のデータテーブルから構成するようにしてもよい。
【０１０９】
図１２は、音場モード選択優先順位テーブル６００のデータ構成の一例を説明するための
図である。音場モード選択優先順位テーブル６００は、前記した４種の音場名コード（又
は音場モード名）ごとに、この音場名コード（又は音場モード名）を選択するための優先
順位を設定したデータテーブルである。図１２に示す例は、音場モード名「ピュア再生」
の優先順位を「１」にして選択の優先順位を最も高くし、音場モード名「じっくり視聴」
の優先順位を「４」にして選択の優先順位を最も低く設定したことを示している。
【０１１０】
　なお、音場モード選択優先順位テーブル６００は、音場制御情報取得プログラムＰ３（
又はＰ２３）が音場モードテーブル５００を参照して複数種の音場モードに係る情報を求
めたときに、この音場モード選択優先順位テーブル６００を参照してこれら複数種の音場
モードに係る情報から選択の優先順位の最も高い１種の音場モードに係る情報を求める処
理を行うときに参照されるデータテーブルである。
【０１１１】
ユーザのリモコンの操作により音声信号をテレビ受信機１のスピーカから音声出力すると
きには、テレビ受信機１のシステムコントローラ１１５は音場切り替え指令プログラム（
音場切り替え指令手段）により、音場制御情報に対応する音場を実現するための音場制御
信号をオーディオ制御部１２１に出力する。すると、オーディオ制御部１２１が備えてい
るチャンネル数変換処理部１９１、音場変更処理部１９２、強調処理部１９３、イコライ
ザ処理部１９４を構成する電子回路は、この音場制御信号により予めジャンル情報と入力
チャンネル数に対応して設定した音場モードを実現する処理を行う回路に切り替えられる
。これにより、オーディオ制御部１２１に入力した音声信号は、放送番組等のコンテンツ
のジャンル情報と入力チャンネル数に対応した最適な音場を実現するための加工処理が施
されて、スピーカから音声出力される。
【０１１２】
　同様に、リモコンの操作により音声信号をオーディオ機器２のスピーカから音声出力す
るときには、オーディオ機器２のシステムコントローラ１５６はプログラム処理（音場切
り替え手段）により、音場制御情報に対応する音場を実現するための音場制御信号をオー
ディオ制御部１４４に出力する。この切り替え制御信号により、オーディオ制御部１４４
が備えているチャンネル数変換処理部１８１、音場変更処理部１８２、強調処理部１８３
、イコライザ処理部１８４を構成する電子回路は、この切り替え制御信号に対応する音場
が実現する回路に切り替える処理を行う。これにより、オーディオ制御部１４４に入力し
た音声信号は、放送番組等のコンテンツのジャンル情報と入力チャンネル数に対応した最
適な音場を実現するための加工処理が施されて、スピーカから音声出力される。
【０１１３】
　続いて、上記実施の形態において、ユーザがリモコン１１７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その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から出力する操作を行ったときに、テレビ
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受信機１が備えている音場モードテーブル５００を用いて音場を制御する手順の一例を説
明する。
【０１１４】
ユーザが上記したリモコン１１７の操作を行うと、前記したように、システムコントロー
ラ１１５は、放送局からの映像信号であって映像復号部１０７により復号化された映像信
号を選択するようにセレクタ１０８を切り替える。また、多重化復元部１０６からの音声
信号を選択するようにセレクタ１１２を切り替える。さらに、ボリューム１２４のゲイン
を０として音声出力がスピーカ１２９～１３２から出力されないように処理する。これに
より、テレビ受信機１のセレクタ１１２から出力された音声信号は、前記したように図７
の点線（ハ）で示した信号の流れに従ってオーディオ機器２の音声復調部１４３に送られ
ることになる。
【０１１５】
　次に、システムコントローラ１１５と１５６による音場の制御方法の手順について説明
する。図１３はこの音場制御の手順を示すフローチャートであって、以下、処理手順の内
容をステップ順に説明する。
【０１１６】
（ステップＳ１）
システムコントローラ１１５は入出力制御プログラムＰ１を作動させて、放送番組に含ま
れている入力チャンネル数とジャンル情報を読み取ってメモリ（ＲＡＭ）１１８に記憶す
る処理を行う。前記したように、放送番組に含まれている音声信号は、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。一方、放送番組に含まれているジ
ャンルに係わる情報は、コンテンツ情報復号部１１１で抽出される。そして、システムコ
ントローラ１１５は、復号化された入力チャンネル数を音声復号部１２０から読み取り、
さらに放送番組のジャンルに係わる情報をコンテンツ情報復号部１１１から読み取る処理
を行う。これにより、システムコントローラ１１５は、放送番組に係わる入力チャンネル
数とジャンル情報を取得することができる。
【０１１７】
（ステップＳ２）
続いて、システムコントローラ１１５は音場制御情報取得プログラムＰ３を作動させて、
メモリ（ＲＯＭ）１１８に記憶している音場モードテーブル５００を参照して、ステップ
Ｓ１の処理で取得したジャンル情報と入力チャンネル数の双方に一致する音場名コードと
その音場制御情報を求める。そして、求めた音場名コードと音場制御情報をメモリ１１８
（ＲＡＭ）に記憶する処理を行う。ステップＳ２の処理において、例えば、番組情報から
取得したジャンル情報が「映画」、入力チャンネル数は５．１ｃｈの場合には、この音場
モードテーブル５００から音場モード名が「じっくり視聴」である音場名コード「Ｊ」を
、音場制御情報の「ＶＳ　ＯＮ／ＯＦＦ」情報は「ＯＮ」を、さらにMixer部とVolume部
のゲイン設定情報として「ＭＪ」、「ＶＪ」を求めてメモリ１１８（ＲＡＭ）に記憶する
処理を行う。
【０１１８】
なお、番組情報には１～３種のジャンル情報を含んでいる可能性があるので、ステップＳ
１の処理において複数種のジャンル情報が取得されてメモリ（ＲＡＭ）１１８に複数種の
ジャンル情報が記憶されている可能性がある。従って、ステップＳ２の処理においては、
メモリ（ＲＡＭ）１１８に複数のジャンル情報が記憶されているか否かを判定し、複数の
ジャンル情報が記憶されている場合には、この複数のジャンル情報ごとに音場モードテー
ブル５００を参照して、ジャンル情報と入力チャンネル数の双方に一致する音場名コード
とその音場制御情報を求めてメモリ１１８に記憶する処理を行う。
【０１１９】
（ステップＳ３）
システムコントローラ１１５は、ステップＳ２の処理で求めてメモリ１１８に記憶した音
場名コードが２種以上（複数種）あるか否かを判定する処理を行う。そして、この判定処
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理により１種の音場名コードが記憶されている場合には、ステップＳ５の処理に進む。一
方、複数種の音場名コードが記憶されている場合には、ステップＳ４に進む。
【０１２０】
（ステップＳ４）
ステップＳ２の処理において２種以上の異なった音場名コードが選択されたので、優先順
位による音場モード選択プログラムＰ４の処理により、選択の優先順位が高い音場モード
に係る情報（音場名コード）を選択する処理を行う。この処理は、予め、メモリ１１８（
ＲＯＭ）に記憶している音場モードを選択するための選択優先順位情報を参照して、メモ
リ１１８（ＲＡＭ）に記憶しているこれら２種以上の異なった音場名コードのうち、その
選択の優先順位が最も高い音場名コードとその音場制御情報を選択してメモリ１１８に記
憶する処理を行う。
【０１２１】
このステップＳ４の処理においては、ステップＳ２の処理で複数種の音場名コードが求め
られたときに、これら複数種の音場名コードから、予め設定した選択の優先順位が高い１
種の音場名コードを選択し、続いてこの選択した音場名コードに設定されている音場制御
情報を求めるようにしている。従って、従来から採用されている番組情報に含まれている
ジャンル情報から音場制御情報を求める処理は行っていない。なお、ステップＳ４の処理
においてこのような処理を行うと、予め設定した複数の音場モードの種類数（本実施形態
では４種）がジャンル情報の種類数より少ないときには、ジャンル情報に選択の優先順位
を設定して一つのジャンル情報を選択する従来の方法と比較してプログラム処理が簡素化
されるという効果が生じる。
【０１２２】
（ステップＳ５）
システムコントローラ１１５は通信制御プログラムＰ２を作動させて、上記ステップＳ２
又はステップＳ４の処理で求めてメモリに記憶した音場名コードに対応する音場制御情報
をオーディオ機器２に送信する処理を行う。このデータ送信の流れは、前記したように図
７の一点鎖線（ロ）で示した信号の流れになる。
【０１２３】
（ステップＳ６）
オーディオ機器２のシステムコントローラ１５６は上記ステップＳ５の処理により音場制
御情報を受信すると、音場切り替え指令プログラムＰ５を作動させて、この受信した音場
制御情報に対応してオーディオ制御部１４４の処理構成を切り替えるための制御信号を作
成する処理を行う。続いて、この音場制御信号をオーディオ制御部１４４に出力する処理
を行う。
【０１２４】
上記ステップＳ６の処理が実行されると、オーディオ制御部１４４は放送番組のジャンル
情報と入力チャンネル数に対応した最適な音場モードを実現する処理構成に切り替えられ
る。これにより、音声復調部１４３からオーディオ制御部１４４に入力して復調された放
送番組の音声信号は、オーディオ制御部１４４で加工が施されて（ステップＳ７）、放送
番組のジャンル情報と入力チャンネル数に対応した最適な音声がスピーカ１５２～１５５
から出力される（ステップＳ８）。一方、放送番組の映像はテレビ受信機１の表示部１０
９に表示される。
【０１２５】
　上記した図１３に示す処理手順において、前記したように、テレビ受信機１のシステム
コントローラ１１５がステップＳ１の処理で読み取ったジャンル情報と入力チャンネル数
をオーディオ機器２に送信する手段を採用しても良い。この手段を採用した場合には、図
１３に示す処理手順の流れは下記（１）～（３）に記載のようなる。
【０１２６】
　（１）ステップＳ２の処理は実行しない。
　（２）ステップＳ５の処理においては、ジャンル情報と入力チャンネル数をオーディオ
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機器２に送信する処理を実行する。
　（３）ステップＳ６の処理においては、オーディオ機器２のシステムコントローラ１５
６は音場制御情報取得プログラムＰ２３を作動させて、テレビ受信機１から受信したジャ
ンル情報と入力チャンネル数について、音場モードテーブル６００を参照してこれらジャ
ンル情報と入力チャンネル数の双方に一致する音場制御情報を求める処理を行う。続いて
、音場切り替え指令プログラムＰ２５によりこの音場制御情報に対応する制御指令を作成
しその信号をオーディオ制御部１４４に出力する処理を行うようにする。
【０１２７】
続いて、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に、オーディオ機器２が備えている音場モード
テーブル５００を参照して音場を制御する方法について説明する。
【０１２８】
　ユーザがリモコン１１７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１２９～１３２から出力されないように処理する。
【０１２９】
　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受信用ＬＳＩ１５９からの音声信号を選択するようにセレクタ１４
２を切り替える。以下、図１４に示すフローチャートのステップ順に音声再生（音場）の
制御手順について説明する。
【０１３０】
（ステップＳ１０）
レコーダ５のシステムコントローラ１７２は、録画番組の番組情報からジャンル情報と入
力チャンネル数を読み取ってシステムコントローラ１７２が備えているメモリ（ＲＡＭ）
に記憶する処理を行う。
【０１３１】
（ステップＳ１１）
　レコーダ５のシステムコントローラ１７２は、ステップＳ１０の処理で読み取ったジャ
ンル情報と入力チャンネル数をオーディオ機器２に送信する。
【０１３２】
（ステップＳ１２）
オーディオ機器２のシステムコントローラ１５６は、レコーダ５から受信したジャンル情
報と入力チャンネル数をメモリ（ＲＡＭ）に記憶する。続いて、音場制御情報取得プログ
ラムＰ２３を作動させて、オーディオ機器２のメモリ（ＲＯＭ）に記憶している音場モー
ドテーブル５００を参照して、レコーダ５から受信したジャンル情報と入力チャンネル数
の双方に一致する音場名コードと音場制御情報をこの音場モードテーブル５００から求め
、求めた音場モードに係る情報と音場制御情報をメモリ（ＲＡＭ）に記憶する処理を行う
。この処理において、例えば、録画番組のジャンル情報が「ニュース」、入力チャンネル
数が２ｃｈの場合には、音場モードテーブル５００から音場名コードとして音場モード名
が「声協調」に相当する「Ｋ」が、さらに音場制御情報として「ＶＳ　ＯＮ／ＯＦＦ」に
係る情報として「ＯＦＦ」、等が選択されてメモリ（ＲＡＭ）に記憶されることになる。
【０１３３】
（ステップＳ１３）
システムコントローラ１５６は優先順位による音場モード選択プログラムＰ２４を作動さ
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せて、ステップＳ１２の処理で求めてメモリに記憶した音場名コードが２種以上（複数種
）あるか否かを判定する処理を行う。そして、この判定処理により１種の音場名コードが
記憶されている場合には、ステップＳ１５の処理に進む。一方、複数種の音場名コードが
記憶されている場合には、ステップＳ１４に進む。
【０１３４】
（ステップＳ１４）
番組情報に複数のジャンル情報が含まれていることにより、ステップＳ１２の処理におい
て２種以上の異なった音場名コードが選択されたことになるので、選択の優先順位が最も
高い音場名コードを選択する処理を行う。この処理は、優先順位による音場モード選択プ
ログラムＰ２４が実行する。このプログラムＰ２４は、オーディオ機器２のメモリ（ＲＯ
Ｍ）に記憶している音場モード選択優先順位テーブル６００を参照して、メモリ（ＲＡＭ
）に記憶しているこれら２種以上の異なった音場名コードのうち、その選択の優先順位が
最も高い音場名コードを選択し、さらにこの選択した音場名コードに対応して上記ステッ
プＳ１２の処理でメモリに記憶している音場制御情報を選択してメモリに記憶する処理を
行う。
【０１３５】
（ステップＳ１５）
オーディオ機器２のシステムコントローラ１５６は音場切り替え指令プログラムＰ２５を
作動させて、上記ステップＳ１２又はステップＳ１４の処理により求めた音場制御情報に
基づいて、この音場制御情報に対応してオーディオ制御部１４４の処理構成を切り替える
ための制御指令を作成する処理を行う。続いて、この制御指令の信号をオーディオ制御部
１４４に出力する処理を行う。
【０１３６】
上記ステップＳ１５の処理が実行されると、オーディオ制御部１４４は放送番組のジャン
ル情報と入力チャンネル数に対応した最適な音場モードを実現する処理構成に切り替えら
れる。これにより、音声復調部１４３からオーディオ制御部１４４に入力して復調された
放送番組の音声信号は、オーディオ制御部１４４で加工が施されて（ステップＳ１６）、
放送番組のジャンル情報と入力チャンネル数に対応した最適な音声がスピーカ１５２～１
５５から出力される（ステップＳ１７）。一方、放送番組の映像はテレビ受信機１の表示
部１０９に表示される。
【０１３７】
上記した図１４に示す処理手順において、前記したように、レコーダ５のシステムコント
ローラ１７２がステップＳ１０の処理で読み取ったジャンル情報と入力チャンネル数につ
いて、上記した音場制御情報取得プログラムＰ３（又はＰ２３）と同じプログラムを備え
ておくことにより、これらジャンル情報と入力チャンネル数の双方に対応する音場制御情
報を求めて、この音場制御情報をオーディオ機器２に送信する手段を採用しても良い。こ
のとき、複数のジャンル情報が抽出されたことにより２種以上の音場名コードが選択され
た場合には、前記した音場モード選択優先順位テーブル６００を参照して優先順位が最も
高い音場名コードに対応する音場制御情報を求める処理を行う。従って、この手段を採用
するためにはレコーダ５のメモリ（ＲＯＭ）にも前記した優先順位による音場モード選択
プログラムＰ２４（又はＰ４）、音場モードテーブル５００、及び音場モード選択優先順
位テーブル６００を記憶させておく必要がある。
【０１３８】
そして、上記手段の採用により、オーディオ機器２はレコーダ５から音場制御情報を受信
すると、オーディオ機器２のシステムコントローラ１５６は音場切り替え指令プログラム
Ｐ２５を作動させて、オーディオ制御部１４４にこの音場制御情報に対応する制御指令の
信号を出力する処理を行うようにする。
【０１３９】
　図１５、図１６は、図１１に示す各音場モードに対応する音声出力を実現するためのオ
ーディオ制御部１２１あるいは１４４の処理を概念的にブロックで示したもので、入力チ
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ャンネル信号（ＬＳ、Ｌ、Ｒ、Ｃ、ＲＳ、ＬＦＥ）入力部から出力チャンネル信号（Ｌ、
Ｒ、Ｃ、ＬＦＥ）出力部までの音声信号変換処理が示されている。図１５は５．１ｃｈ入
力時、図１６は２ｃｈ又は１ｃｈ入力時の処理概念図である。図１５、図１６に示したオ
ーディオ制御部１２１（あるいは１４４）は、入力チャンネル数に応じて前記した音場制
御信号により内部の処理構成が制御的に変更されるものであり、ハードウェア的には同じ
ものである。
【０１４０】
　図１５、図１６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。以下の説明では、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各音声信号をＬＳ入力信号、Ｌ入力信
号、Ｒ入力信号、Ｃ入力信号、ＲＳ入力信号と記載し、各処理ブロックから出力される各
音声信号を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、オーディオ制御部１２１（あるいは１４４）のＬ
出力信号が入力される左スピーカ、オーディオ制御部１２１（あるいは１４４）のＲ出力
信号が入力される右スピーカ、オーディオ制御部１２１（あるいは１４４）の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、及び付加的にオーディオ制御部１２１（あ
るいは１４４）の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
。
【０１４１】
　また、図１５において、２０１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、２０３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。２０８、２０９は信号遅延回路（delay）であ
り、ＬＳ、Ｌ、Ｒ、Ｃ、ＲＳの各信号が直接信号遅延回路２０８の入力部に達するタイミ
ングに対し、ＶＳ処理ブロック２０１を通過したＬ、Ｒ、Ｃの各信号が信号遅延回路２０
９の入力部に達するタイミングは時間的にずれがあるので、これらの信号タイミングが合
うように調整して出力する信号遅延回路である。また、２０６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。
【０１４２】
　Mixer処理ブロック２０６は、信号の大きさを調整するゲイン調整部Ｌ1～Ｌ８、Ｃ１～
Ｃ８、Ｒ１～Ｒ８と、ゲイン調整部Ｌ1～Ｌ８から出力された信号の和をとる加算器２１
２、ゲイン調整部Ｃ１～Ｃ８から出力された信号の和をとる加算器２１３、ゲイン調整部
Ｒ１～Ｒ８から出力された信号の和をとる加算器２１４を備えている。
【０１４３】
　ＢＡＳＳ処理ブロック２０３は、加算器２１２、２１３、２１４の出力信号とＬＦＥ入
力の和をとる加算器２１５を備えている。
【０１４４】
　図１６は、入力チャンネルが２ｃｈ入力時及び１ｃｈ入力時の処理を示したもので、２
ｃｈ入力時はＬ信号とＲ信号が入力され、１ｃｈ入力時はＣ信号（点線で示す）が入力さ
れる。
【０１４５】
　図１６において、２０７はプロロジック２処理（以下、ＰＬ２処理ブロックという）、
２０２はＶＳ処理ブロックである。また、２０５はセレクタであり、ＰＬ２処理ブロック
２０７のＬ、Ｃ、Ｒ出力信号、又はＶＳ処理ブロック２０２のＬ、Ｃ、Ｒ出力信号のいず
れか一方を選択して通過させる。すなわち、入力チャンネルが２ｃｈでジャンル情報が「
映画」のときは、音場モードとして「じっくり視聴」が選択される。この２ｃｈ入力で音
場モードが「じっくり視聴」が選択されたときには、図１１の音場モードテーブル５００
に示すように音場制御情報の「ＰＬ２　ＯＮ／ＯＦＦ」がＯＮ及び「ＶＳ　ＯＮ／ＯＦＦ
」がＯＮに設定されているので、例えば「ＰＬ２＋ＶＳモード」の音場を実現する構成に
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する。これにより、ＰＬ２処理ブロック２０７においてＰＬ２のＬＳ、Ｌ、Ｃ、Ｒ、ＲＳ
出力信号が生成され、さらにＶＳ処理ブロック２０２でバーチャルサラウンドＬ、Ｃ、Ｒ
出力信号が生成されるようにオーディオ制御部１２１（又は１４４）が構成される。
【０１４６】
　なお、Mixer処理ブロック２０６及びＢＡＳＳ処理ブロック２０３から出力された音声
信号は、図示していないVolume部に入力して、音場モードごとのゲインに基づいてスピー
カに出力する音量のバランスを調整する処理が行われる。
【０１４７】
　また、２１０、２１１は信号遅延回路（delay）であり、Ｌ、Ｒ、又はＣの各信号が直
接信号遅延回路２１０の入力部に達するタイミングに対し、ＰＬ２処理ブロック２０７及
びセレクタ２０５を通過したＬ、Ｒ、Ｃの各信号、あるいはＰＬ２処理ブロック２０７、
ＶＳ処理ブロック２０２及びセレクタ２０５を通過したＬ、Ｒ、Ｃの各信号が信号遅延回
路２１１の入力部に達するタイミングは時間的にずれがあるので、これらの信号タイミン
グが合うように調整して出力する信号遅延回路である。その他、図１５と同じ符号は同じ
ものを示している。
【０１４８】
　なお、ＶＳ処理ブロック２０１、ＶＳ処理ブロック２０２、ＰＬ２処理ブロック２０７
は内部の処理について図示を省略している。例えば、ＶＳ処理ブロック２０１、２０２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。Ｖ
Ｓ処理ブロック２０１、２０２はバーチャルサラウンドの音場モードを実現する処理ブロ
ックであり、従来より提案されている種々の方式（例えば特開平８－１４６９７４号公報
、特開平９－４６８００号公報、特開平１０－６６１９８号公報などを参照）を適用する
ことができる。また、ＰＬ２処理ブロック２０７はドルビー・サラウンド・プロロジック
２（登録商標）の音場モードを実現する処理ブロックである。これらＶＳ処理ブロック、
ＰＬ２処理ブロックの処理内容は既知の技術なので詳細説明は省略する。
【０１４９】
　図１７は、入力チャンネル数が５．１ｃｈで音場モードが「じっくり視聴」におけるゲ
イン調整部Ｌ１～Ｌ８、Ｃ１～Ｃ８、Ｒ１～Ｒ８の各ゲインの一例を示している。
【０１５０】
　図１７に示すように、入力チャンネル数が５．１ｃｈで音場モードを「じっくり視聴」
で音声出力する場合には、Mixer処理ブロック２０６のゲイン調整部のゲインがＬ６＝１
、Ｃ７＝１、Ｒ８＝１でありその他は全て０である。このとき、ゲイン調整部Ｌ１～Ｌ５
、Ｃ１～Ｃ５、Ｒ１～Ｒ５のゲインが全て０であるから、信号遅延回路２０８からの信号
はMixer処理ブロック２０６を通過しない。
【０１５１】
　また、信号遅延回路２０９から出力されたＬ出力信号に対しMixer処理ブロック２０６
のゲイン調整部のゲインがＬ６＝１、Ｃ６＝０、Ｒ６＝０となっているので、ＶＳ処理ブ
ロック２０１のＬ出力信号がMixer処理ブロック２０６のゲイン調整部Ｌ６（ゲイン１）
、加算器２１２を通り、オーディオ制御部１２１（あるいは１４４）のＬ出力信号になる
。
【０１５２】
　また、信号遅延回路２０９から出力されたＣ出力信号に対しMixer処理ブロック２０６
のゲイン調整部のゲインがＬ７＝０、Ｃ７＝１、Ｒ７＝０となっているので、ＶＳ処理ブ
ロック２０１のＣ出力信号がMixer処理ブロック２０６のゲイン調整部Ｃ７（ゲイン１）
、加算器２１３を通り、オーディオ制御部１２１（あるいは１４４）のＣ出力信号になる
。
【０１５３】
　また、信号遅延回路２０９から出力されたＲ出力信号に対しMixer処理ブロック２０６
のゲイン調整部のゲインがＬ８＝０、Ｃ８＝０、Ｒ８＝１となっているので、ＶＳ処理ブ
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ロック２０１のＲ出力信号がMixer処理ブロック２０６のゲイン調整部Ｒ８（ゲイン１）
、加算器２１４を通り、オーディオ制御部１２１（あるいは１４４）のＲ出力信号となる
。
【０１５４】
　このように、オーディオ制御部１２１（あるいは１４４）の構成が調整されることによ
り、オーディオ制御部１２１（あるいは１４４）に入力されたＬＳ、Ｌ、Ｒ、Ｃ、ＲＳの
各音声信号は、ＶＳ処理ブロック２０１によりバーチャルサラウンドの処理がなされてオ
ーディオ制御部１２１（あるいは１４４）から３．１ｃｈのバーチャルサラウンドＬ、Ｒ
、Ｃ、及びＬＦＥの各音声信号として出力される。
【０１５５】
　同様にして、音場モードが「ピュア再生」、「ながら視聴」、「声強調」のときについ
ても、コントローラ１１５（あるいは１４４）の音場制御信号によりMixer処理ブロック
のゲイン調整部のゲインが適切になるように切り替えることにより、ジャンル情報と入力
チャンネル数に対応した最適な音場を実現することができる。
【０１５６】
　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】
【０１５７】
　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】
【０１５８】
【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】本発明を実施するためのテレビ受信機が備えているプログラムの構成例を示した
図である。
【図１０】本発明を実施するためのオーディオ機器が備えているプログラムの構成例を示
した図である。
【図１１】本発明の実施の形態における、ジャンル情報・入力チャンネル数別音場モード
テーブルのデータ構成の一例を示した図である。
【図１２】本発明の実施の形態における、音場モードを選択するための優先順位を設定し
た音場モード選択優先順位テーブルのデータ構成の一例を示した図である。
【図１３】テレビ受信機で受信した放送番組について、その音声信号をオーディオ機器で
再生するときに、音場を制御する処理の流れを説明するためのフローチャートである。
【図１４】レコーダで記録した放送番組を再生して、その音声信号をオーディオ機器で再
生するときに、音場を制御する処理の流れを説明するためのフローチャートである。
【図１５】本発明において、５．１ｃｈ入力時におけるオーディオ制御部の処理構成を示
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す図である。
【図１６】本発明において、２ｃｈ、１ｃｈ入力時におけるオーディオ制御部の処理構成
を示す図である。
【図１７】本発明において、５．１ｃｈ入力時におけるMixer処理ブロックのゲイン調整
部の各ゲインを示す図である。
【符号の説明】
【０１５９】
１・・・テレビ受信機（映像音声再生装置、受信手段）
２・・・オーディオ機器（音声再生装置、音声再生手段）
３～５・・・レコーダ（番組記録再生装置、映像音声再生装置、受信手段）
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
２９１６５、１６９・・・ＣＥＣライン
３０、１６６、１７０・・・ＤＤＣライン
３１、１３４、１５８・・・ＥＤＩＤ－ＲＯＭ
４１～４３・・・ホストＣＰＵ
４４・・・モニターマイコン
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
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
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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
２００・・・音場モードテーブル
２０１、２０２・・・ＶＳ処理ブロック
２０３・・・ＢＡＳＳ処理ブロック
２０５・・・セレクタ
２０６・・・Ｍｉｘｅｒ処理ブロック
２０８、２０９・・・信号遅延回路
２１２、２１３、２１４、２１５・・・加算器
５００・・・ジャンル情報・入力チャンネル数別音場モードテーブル（音場モードテーブ
ル）
６００・・・音場モード選択優先順位テーブル
Ｐ１、Ｐ２１・・・入出力制御プログラム
Ｐ２、Ｐ２２・・・通信制御プログラム
Ｐ３、Ｐ２３・・・音場制御情報取得プログラム
Ｐ４、Ｐ２４・・・優先順位による音場モード選択プログラム
Ｐ５、Ｐ２５・・・音場切り替え指令プログラム
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