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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信データとして送信データと同一のデータを得ることが保証された第１の形態の伝送
信号を伝送する第１の伝送路と、受信データとして送信データと同一のデータを得ること
が保証されていない第２の形態の伝送信号を伝送する第２の伝送路を利用してデジタル音
声データを送信する音声データ送信装置であって、
　送信デジタル音声データは、上記第１の伝送路で伝送すべき第１の音声データ、あるい
は上記第１の伝送路で伝送すべき第１の音声データおよび上記第２の伝送路で伝送すべき
第２の音声データの合成データで構成され、
　上記送信デジタル音声データが上記第１の音声データで構成されるとき、上記送信デジ
タル音声データから上記第１の音声データを分離し、上記送信デジタル音声データが上記
合成データで構成されるとき、上記送信デジタル音声データから上記第１の音声データお
よび上記第２の音声データを分離するデータ分離部と、
　上記データ分離部で分離された上記第１の音声データを処理して上記第１の形態の伝送
信号を得る第１の送信処理部と、
　上記データ分離部で分離された上記第２の音声データを処理して上記第２の形態の伝送
信号を得る第２の送信処理部と、
　上記第１の送信処理部で得られた上記第１の形態の伝送信号を上記第１の伝送路を介し
て送信し、上記第２の送信処理部で得られた上記第２の形態の伝送信号を上記第２の伝送
路を介して送信する通信インタフェースを備え、
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　上記通信インタフェースは、
　上記第１の形態の伝送信号、あるいは上記第１の形態の伝送信号および上記第２の形態
の伝送信号を送信する前に、上記第２の形態の伝送信号の送信の有無を判断するための情
報を受信側に通知する
　音声データ送信装置。
【請求項２】
　上記第１のデータ処理部は、少なくとも、上記第１の音声データに対して、誤り訂正用
のデータを付加する処理およびデジタル変調処理を行って上記第１の形態の伝送信号を得
、
　上記第２のデータ処理部は、少なくとも、上記第２の音声データに対して、該第２の音
声データをＬＳＢとＭＳＢの関係を保ったストレートバイナリとして扱い、擬似的にアナ
ログ変調を行って上記第２の形態の伝送信号を得る
　請求項１に記載の音声データ送信装置。
【請求項３】
　上記送信デジタル音声データはＬＰＣＭ音声データであり、
　上記データ分離部は、上記ＬＰＣＭ音声データのサンプルデータ毎に、該ＬＰＣＭ音声
データのビット数が所定ビット以下であるとき全ビットを上記第１の音声データとして分
離し、該ＬＰＣＭ音声データのビット数が上記所定ビットを超えるとき上位所定ビットを
上記第１の音声データとして分離し、残りのビットを上記第２の音声データとして分離す
る
　請求項１に記載の音声データ送信装置。
【請求項４】
　上記送信デジタル音声データはマルチチャネル音声データであり、
　上記データ分離部は、上記マルチチャネル音声データが所定チャネルの音声データで構
成されるとき該所定チャネルの音声データを上記第１の音声データとして分離し、上記マ
ルチチャネル音声データが上記所定チャネルの音声データおよびその他のチャネルの音声
データの合成データで構成されるとき、該所定チャネルの音声データを上記第１の音声デ
ータとして分離し、該その他のチャネルの音声データを上記第２の音声データとして分離
する
　請求項１に記載の音声データ送信装置。
【請求項５】
　受信データとして送信データと同一のデータを得ることが保証された第１の形態の伝送
信号を伝送する第１の伝送路と、受信データとして送信データと同一のデータを得ること
が保証されていない第２の形態の伝送信号を伝送する第２の伝送路を利用してデジタル音
声データを送信する音声データ送信方法であって、
　送信デジタル音声データは、上記第１の伝送路で伝送すべき第１の音声データ、あるい
は上記第１の伝送路で伝送すべき第１の音声データおよび上記第２の伝送路で伝送すべき
第２の音声データの合成データで構成され、
　上記送信デジタル音声データが上記第１の音声データで構成されるとき、上記送信デジ
タル音声データから上記第１の音声データを分離し、上記送信デジタル音声データが上記
合成データで構成されるとき、上記送信デジタル音声データから上記第１の音声データお
よび上記第２の音声データを分離するデータ分離ステップと、
　上記データ分離ステップで分離された上記第１の音声データを処理して上記第１の形態
の伝送信号を得る第１の送信処理ステップと、
　上記データ分離ステップで分離された上記第２の音声データを処理して上記第２の形態
の伝送信号を得る第２の送信処理ステップと、
　上記第１の送信処理ステップで得られた上記第１の形態の伝送信号を上記第１の伝送路
を介して送信し、上記第２の送信処理ステップで得られた上記第２の形態の伝送信号を上
記第２の伝送路を介して送信するデータ送信ステップを備え、
　上記データ送信ステップでは、
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　上記第１の形態の伝送信号、あるいは上記第１の形態の伝送信号および上記第２の形態
の伝送信号を送信する前に、上記第２の形態の伝送信号の送信の有無を判断するための情
報を受信側に通知する
　音声データ送信方法。
【請求項６】
　受信データとして送信データと同一のデータを得ることが保証された第１の形態の伝送
信号を伝送する第１の伝送路と、受信データとして送信データと同一のデータを得ること
が保証されていない第２の形態の伝送信号を伝送する第２の伝送路を利用してデジタル音
声データを受信する音声データ受信装置であって、
　上記第１の伝送路を介して上記第１の形態の伝送信号を受信し、上記第２の伝送路を介
して上記第２の形態の伝送信号を受信する通信インタフェースと、
　上記通信インタフェースで受信された上記第１の形態の伝送信号を処理して第１の音声
データを得る第１の受信処理部と、
　上記通信インタフェースで受信された上記第２の形態の伝送信号を処理して第２の音声
データを得る第２の受信処理部と、
　上記第１の受信処理部で上記第１の音声データが得られ、上記第２の受信処理部で上記
第２の音声データが得られないとき、上記第１の受信処理部で得られた上記第１の音声デ
ータを受信デジタル音声データとして得、上記第１の受信処理部で上記第１の音声データ
が得られ、上記第２の受信処理部で上記第２の音声データが得られるとき、上記第１の受
信処理部で得られた上記第１の音声データおよび上記第２の受信処理部で得られた上記第
２の音声データを合成して受信デジタル音声データを得るデータ合成部を備え、
　上記通信インタフェースは、上記第１の形態の伝送信号、あるいは上記第１の形態の伝
送信号および上記第２の形態の伝送信号を受信する前に、上記第２の形態の伝送信号の送
信の有無を判断するための情報を送信側から取得し、
　上記通信インタフェースで取得された上記情報に基づいて、上記第２の受信処理部およ
び上記データ合成部の動作を制御する動作制御部をさらに備える
　音声データ受信装置。
【請求項７】
　上記データ受信部で受信された上記第１の形態の伝送信号は、少なくとも、音声データ
に対して、誤り訂正用のデータを付加する処理およびデジタル変調処理を行って得られた
伝送信号であり、
　上記データ受信部で受信された上記第２の形態の伝送信号は、少なくとも、音声データ
に対して、該音声データをＬＳＢとＭＳＢの関係を保ったストレートバイナリとして扱い
、擬似的にアナログ変調を行って得られた伝送信号である
　請求項６に記載の音声データ受信装置。
【請求項８】
　上記受信デジタル音声データはＬＰＣＭ音声データであり、
　上記データ合成部は、サンプルデータ毎に、上記第１の受信処理部で上記第１の音声デ
ータが得られ、上記第２の受信処理部で上記第２の音声データが得られないとき、上記第
１の受信処理部で得られた上記第１の音声データを上記受信デジタル音声データとして得
、上記第１の受信処理部で上記第１の音声データが得られ、上記第２の受信処理部で上記
第２の音声データが得られるとき、上記第１の受信処理部で得られた上記第１の音声デー
タを上位ビットとし、上記第２の受信処理部で得られた上記第２の音声データを下位ビッ
トとして合成して上記受信デジタル音声データを得る
　請求項６に記載の音声データ受信装置。
【請求項９】
　上記受信デジタル音声データはマルチチャネル音声データであり、
　上記データ合成部は、上記第１の受信処理部で上記第１の音声データが得られ、上記第
２の受信処理部で上記第２の音声データが得られないとき、上記第１の受信処理部で得ら
れた上記第１の音声データである所定チャネルの音声データを上記受信デジタル音声デー
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タとして得、上記第１の受信処理部で上記第１の音声データが得られ、上記第２の受信処
理部で上記第２の音声データが得られるとき、上記第１の受信処理部で得られた上記第１
の音声データである所定チャネルの音声データおよび上記第２の受信処理部で得られた上
記第２の音声データであるその他のチャネルの音声データを合成して上記受信デジタル音
声データを得る
　請求項６に記載の音声データ受信装置。
【請求項１０】
　受信データとして送信データと同一のデータを得ることが保証された第１の形態の伝送
信号を伝送する第１の伝送路と、受信データとして送信データと同一のデータを得ること
が保証されていない第２の形態の伝送信号を伝送する第２の伝送路を利用してデジタル音
声データを受信する音声データ受信方法であって、
　上記第１の伝送路を介して上記第１の形態の伝送信号を受信し、上記第２の伝送路を介
して上記第２の形態の伝送信号を受信するデータ受信ステップと、
　上記データ受信ステップで受信された上記第１の形態の伝送信号を処理して第１の音声
データを得る第１の受信処理ステップと、
　上記データ受信ステップで受信された上記第２の形態の伝送信号を処理して第２の音声
データを得る第２の受信処理ステップと、
　上記第１の受信処理ステップで上記第１の音声データが得られ、上記第２の受信処理ス
テップで上記第２の音声データが得られないとき、上記第１の受信処理ステップで得られ
た上記第１の音声データを受信デジタル音声データとして得、上記第１の受信処理ステッ
プで上記第１の音声データが得られ、上記第２の受信処理ステップで上記第２の音声デー
タが得られるとき、上記第１の受信処理ステップで得られた上記第１の音声データおよび
上記第２の受信処理ステップで得られた上記第２の音声データを合成して受信デジタル音
声データを得るデータ合成ステップを備え、
　上記データ受信ステップでは、上記第１の形態の伝送信号、あるいは上記第１の形態の
伝送信号および上記第２の形態の伝送信号を受信する前に、上記第２の形態の伝送信号の
送信の有無を判断するための情報を送信側から取得し、
　上記データ受信ステップで取得された上記情報に基づいて、上記第２の受信処理ステッ
プおよび上記データ合成ステップの動作を制御する動作制御ステップをさらに備える
　を備える音声データ受信方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、音声データ送信装置、音声データ送信方法、音声データ受信装置および音
声データ受信方法に関し、詳しくは、２種類の伝送路を利用してデジタル音声データを送
信する音声データ送信装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１等に記載されるように、送信装置としてのソース機器（例えば、デ
ィスクレコーダ、地上波デジタル放送用のチューナ等）から受信装置としてのシンク機器
（例えば、テレビ等）に、ＡＶ（Audio Visual）コンテンツのデータ（画像データ、音声
データ）を送信するＡＶシステムが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１０９０００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　昨今のＡＶコンテンツを伝送するデジタルインタフェースでは、オーディオ信号とビデ
オ信号、および機器を制御するコントロール信号などを同時に伝送する必要があるために
、伝送帯域が切迫している。
【０００５】
　そのため、例えば、信頼性が高く、送信時と同じ解像度のデータを伝送できるがデータ
の伝送帯域がそれ程高くない伝送路Ａと、受信時に送信時と同じ解像度のデータの再生は
保証できないが、データの伝送帯域が十分高い伝送路Ｂを利用するシステムが考えられる
。この場合、例えば、音声データ、制御データ、そして、画像データの重要な成分は伝送
路Ａで伝送され、画像データのその他の成分は伝送路Ｂで伝送される。このシステムにお
いても、音声データがマルチチャンネルになったり、音声データの品質が上がったりする
ことによってデータ量が増えるに従って、伝送路Ａ上の画像データのデータ量が削減され
ることになり、画像品質の劣化に繋がる。
【０００６】
　この発明の目的は、音声データのデータ量が増大した場合であっても、他のデータ、例
えば画像データの伝送に影響を及ぼすことなく、当該音声データを良好に送信可能とする
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明の概念は、
　受信データとして送信データと同一のデータを得ることが保証された第１の形態の伝送
信号を伝送する第１の伝送路と、受信データとして送信データと同一のデータを得ること
が保証されていない第２の形態の伝送信号を伝送する第２の伝送路を利用してデジタル音
声データを送信する音声データ送信装置であって、
　送信デジタル音声データは、上記第１の伝送路で伝送すべき第１の音声データ、あるい
は上記第１の伝送路で伝送すべき第１の音声データおよび上記第２の伝送路で伝送すべき
第２の音声データの合成データで構成され、
　上記送信デジタル音声データが上記第１の音声データで構成されるとき、上記送信デジ
タル音声データから上記第１の音声データを分離し、上記送信デジタル音声データが上記
合成データで構成されるとき、上記送信デジタル音声データから上記第１の音声データお
よび上記第２の音声データを分離するデータ分離部と、
　上記データ分離部で分離された上記第１の音声データを処理して上記第１の形態の伝送
信号を得る第１の送信処理部と、
　上記データ分離部で分離された上記第２の音声データを処理して上記第２の形態の伝送
信号を得る第２の送信処理部と、
　上記第１の送信処理部で得られた上記第１の形態の伝送信号を上記第１の伝送路を介し
て送信し、上記第２の送信処理部で得られた上記第２の形態の伝送信号を上記第２の伝送
路を介して送信する通信インタフェースを備え、
　上記通信インタフェースは、
　上記第１の形態の伝送信号、あるいは上記第１の形態の伝送信号および上記第２の形態
の伝送信号を送信する前に、上記第２の形態の伝送信号の送信の有無を判断するための情
報を受信側に通知する
　音声データ送信装置にある。
 
【０００８】
　また、この発明の他の概念は、
　受信データとして送信データと同一のデータを得ることが保証された第１の形態の伝送
信号を伝送する第１の伝送路と、受信データとして送信データと同一のデータを得ること
が保証されていない第２の形態の伝送信号を伝送する第２の伝送路を利用してデジタル音
声データを受信する音声データ受信装置であって、
　上記第１の伝送路を介して上記第１の形態の伝送信号を受信し、上記第２の伝送路を介
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して上記第２の形態の伝送信号を受信する通信インタフェースと、
　上記通信インタフェースで受信された上記第１の形態の伝送信号を処理して第１の音声
データを得る第１の受信処理部と、
　上記通信インタフェースで受信された上記第２の形態の伝送信号を処理して第２の音声
データを得る第２の受信処理部と、
　上記第１の受信処理部で上記第１の音声データが得られ、上記第２の受信処理部で上記
第２の音声データが得られないとき、上記第１の受信処理部で得られた上記第１の音声デ
ータを受信デジタル音声データとして得、上記第１の受信処理部で上記第１の音声データ
が得られ、上記第２の受信処理部で上記第２の音声データが得られるとき、上記第１の受
信処理部で得られた上記第１の音声データおよび上記第２の受信処理部で得られた上記第
２の音声データを合成して受信デジタル音声データを得るデータ合成部を備え、
　上記通信インタフェースは、上記第１の形態の伝送信号、あるいは上記第１の形態の伝
送信号および上記第２の形態の伝送信号を受信する前に、上記第２の形態の伝送信号の送
信の有無を判断するための情報を送信側から取得し、
　上記通信インタフェースで取得された上記情報に基づいて、上記第２の受信処理部およ
び上記データ合成部の動作を制御する動作制御部をさらに備える
　音声データ受信装置にある。
【０００９】
　この発明においては、第１の伝送路および第２の伝送路が利用されて、デジタル音声デ
ータの伝送が行われる。第１の伝送路は、受信データとして送信データと同一のデータを
得ることが保証された第１の形態の伝送信号を伝送するための伝送路であり、例えば第１
の伝送帯域を有している。第２の伝送路は、受信データとして送信データと同一のデータ
を得ることが保証されていない伝送信号であり、例えば第１の伝送帯域より広い第２の伝
送帯域を有している。これら第１、第２の伝送路は有線あるいは無線のいずれであっても
よい。
【００１０】
　例えば、第１の形態の伝送信号は、少なくとも、送信データに対して、誤り訂正用のデ
ータを付加する処理およびデジタル変調処理（例えば、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ等）を行っ
て得られた伝送信号である。例えば、第２の形態の信号は、少なくとも、送信データに対
して、この送信データをＬＳＢ（Least Significant Bit）とＭＳＢ（Most SignificantB
it）の関係を保ったストレートバイナリとして扱い、擬似的にアナログ変調（ＡＭ、ＦＭ
等）を行って得られた伝送信号である。
【００１１】
　音声データ送信装置では、データ分離部により、送信デジタル音声データが、第１の伝
送路で伝送すべき第１の音声データと、第２の伝送路で伝送すべき第２の音声データに分
離される。
【００１２】
　例えば、送信デジタル音声データがＬＰＣＭ（Linear PCM）音声データである場合、デ
ータ分離部では、ＬＰＣＭ音声データのサンプルデータ毎に、上位所定ビットが第１の音
声データとして分離され、残りのビットが第２の音声データとして分離される。例えば、
上位１６ビットが第１の音声データとして分離される設定にあっては、１６ビットのＬＰ
ＣＭ音声データの場合は、全ビットが第１の音声データとして分離され、第２の音声デー
タはない。また、例えば、２４ビットＬＰＣＭ音声データの場合は、上位１６ビットが第
１の音声データとして分離され、残りの８ビット（下位８ビット）が第２の音声データと
して分離される。
【００１３】
　また、例えば、送信デジタル音声データがマルチチャネル音声データである場合、デー
タ分離部では、所定チャネルの音声データが第１の音声データとして分離され、残りのチ
ャネルの音声データが第２の音声データとして分離される。例えば、５．１チャネルサラ
ウンド方式では、左（フロント）、センター、右（フロント）、左（リア）、右（リア）
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、ＬＦＥ（Low　Frequency　Effect）の各チャネルのうち、メインの音を担当する左（フ
ロント）、センター、右（フロント）の各チャネルの音声データは第１の音声データとし
て分離され、残りの左（リア）、右（リア）、ＬＦＥ）の各チャネルの音声データは第２
の音声データとして分離される。
【００１４】
　音声データ送信装置では、第１の送信処理部により、第１の音声データが処理されて第
１の形態の伝送信号が得られる。この第１の形態の伝送信号は、上述したように、受信デ
ータとして送信データと同一のデータを得ることが保証された伝送信号である。また、音
声データ送信装置では、第２の送信処理部により、第２の音声データが処理されて第２の
形態の伝送信号が得られる。この第２の形態の伝送信号は、上述したように、受信データ
として送信データと同一のデータを得ることが保証されていない伝送信号である。
【００１５】
　音声データ送信装置では、データ送信部により、第１の送信処理部で得られた第１の形
態の伝送信号が第１の伝送路を介して送信され、第２の送信処理部で得られた第２の形態
の伝送信号が第２の伝送路を介して送信される。
【００１６】
　例えば、音声データ送信装置では、データ情報供給部により、送信デジタル音声データ
が、第１の音声データの他に、第２の音声データを含むか否かを判断するためのデータ情
報が受信側に供給される。これにより、受信側では、このデータ情報に基づいて、第２の
音声データを得るための受信処理を行うか、さらには、第１の音声データに第２の音声デ
ータを合成する処理を行うかを判断でき、受信音声データを適切、かつ効率的に得ること
が可能となる。
【００１７】
　音声データ受信装置では、データ受信部により、第１の伝送路を介して第１の形態の伝
送信号が受信され、第２の伝送路を介して第２の形態の伝送信号が受信される。勿論、上
述したように送信デジタル音声データに第２の音声データが含まれていなく、音声データ
送信装置から第２の形態の音声信号が送信されてこない場合もある。
【００１８】
　音声データ受信装置では、第１の受信処理部により、データ受信部で受信された第１の
形態の伝送信号が処理されて第１の音声データが得られる。また、音声データ受信装置で
は、第２の受信処理部により、データ受信部で受信された第２の形態の伝送信号が処理さ
れて第２の音声データが得られる。
【００１９】
　そして、音声データ受信装置では、データ合成部により、第１の受信処理部で得られた
第１の音声データと、第２の受信処理部で得られた第２の音声データが合成されて受信デ
ジタル音声データが得られる。例えば、受信デジタル音声データがＬＰＣＭ音声データで
ある場合、データ合成部では、サンプルデータ毎に、第１の受信処理部で得られた第１の
音声データが上位ビットとされ、第２の受信処理部で得られた第２の音声データが下位ビ
ットとされて、データ合成が行われる。例えば、受信デジタル音声データがマルチチャネ
ル音声データである場合、データ合成部は、第１の受信処理部で得られた第１の音声デー
タが第１のチャネルの音声データ（例えば、５．１チャネルサラウンド方式の場合、左（
フロント）、センター、右（フロント）の各チャネルの音声データ）とされ、第２の受信
処理部で得られた第２の音声データが第２のチャネルの音声データ（例えば、５．１チャ
ネルサラウンド方式の場合、左（リア）、右（リア）、ＬＦＥの各チャネルの音声データ
）とされて、データ合成が行われる。
【００２０】
　この発明においては、上述したように、送信デジタル音声データを第１の音声データお
よび第２の音声データに分離し、それぞれを第１の伝送路および第２の伝送路を介して送
信する構成とされる。そのため、音声データがマルチチャンネルになったり、音声データ
の品質が上がったりすることで、送信デジタル音声データのデータ量が増えた場合、その
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増加分に関しては第２の音声データとして第１の伝送路ではなく第２の伝送路を介して送
信することが可能となる。したがって、送信デジタル音声データのデータ量が増大した場
合であっても、第１の伝送路を介して送られる他のデータ、例えば画像データの伝送に影
響を及ぼすことなく、送信デジタル音声データを良好に送信できる。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明によれば、受信データとして送信データと同一のデータを得ることが保証され
た第１の形態の伝送信号を伝送する第１の伝送路と、受信データとして送信データと同一
のデータを得ることが保証されていない第２の形態の伝送信号を伝送する第２の伝送路を
利用してデジタル音声データを送信するものにあって、送信デジタル音声データを第１の
音声データおよび第２の音声データに分離し、それぞれを第１の伝送路および第２の伝送
路を介して送信する構成としたものであり、送信デジタル音声データのデータ量が増大し
た場合であっても、第１の伝送路を介して送られる他のデータ、例えば画像データの伝送
に影響を及ぼすことなく、送信デジタル音声データを良好に送信できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】この発明の第１の実施の形態としての音声伝送システムの構成例を示すブロック
図である。
【図２】音声伝送システムを構成する音声再生装置および音声出力装置の構成例を示すブ
ロック図である。
【図３】音声データの伝送開始時の音声再生装置および音声出力装置の動作の流れを示し
たシーケンス図である。
【図４】音声再生装置における音声データ送信動作の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図５】音声出力装置における音声データ受信動作の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図６】この発明の第２の実施の形態としての音声伝送システムの構成例を示すブロック
図である。
【図７】ＩＴＵ（国際電気通信連合）勧告（ＩＴＵ－Ｒ　ＢＳ．７７５－１）の配置推奨
例を示す図である。
【図８】音声伝送システムを構成する音声再生装置および音声出力装置の構成例を示すブ
ロック図である。
【図９】音声データの伝送開始時の音声再生装置および音声出力装置の動作の流れを示し
たシーケンス図である。
【図１０】音声再生装置における音声データ送信動作の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図１１】音声出力装置における音声データ受信動作の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」とする）について説明する。
なお、説明は以下の順序で行う。
　１．第１の実施の形態
　２．第２の実施の形態
　３．変形例
【００２４】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［音声伝送システムの全体構成例］
　図１は、第１の実施の形態としての音声伝送システム１００の全体構成を示している。
この音声伝送システム１００は、ソース機器としての音声再生装置２００と、シンク機器
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としての音声出力装置３００と、伝送路４００により構成されている。
【００２５】
　音声再生装置２００は、不揮発性メモリ、磁気ディスク、光ディスク等の記録媒体から
デジタル音声データを再生し、このデジタル音声データを、伝送路４００を介して音声出
力装置３００に送信する。この音声再生装置２００は、音声データ送信装置を構成してい
る。
【００２６】
　不揮発性メモリとしては、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmab
le Read-Only Memory）、ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable ROM）などがあげられる。
また、磁気ディスクとしては、ハードディスク、円盤型磁性体ディスクなどがあげられる
。また、光ディスクとしては、ＣＤ（Compact Disc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc
）およびＢＤ（Blu-Ray Disc（登録商標））などがあげられる。
【００２７】
　音声出力装置３００には、左チャネルスピーカ３５０Ｌおよび右チャネルスピーカ３５
０Ｒが接続されている。音声出力装置３００は、音声再生装置２００から伝送路４００を
介して送られてくるデジタル音声データを受信し、このデジタル音声データに基づいて、
スピーカ３５０Ｌ，３５０Ｒを駆動して音声を出力する。この音声出力装置３００は、音
声データ受信装置を構成している。
【００２８】
　伝送路４００は、音声再生装置２００から音声出力装置３００にデジタル音声データを
伝送するために利用される。この伝送路４００は、無線または有線のいずれであってもよ
い。この伝送路４００には、伝送路４００Ａ（第１の伝送路）と、伝送路４００Ｂ（第２
の伝送路）が含まれている。例えば、伝送路４００Ａ，４００Ｂが無線伝送路である場合
、これらは周波数的、あるいは時間的に分離された状態におかれる。また、例えば、伝送
路４００Ａ，４００Ｂが有線伝送路である場合、これらは別個のラインで構成される。
【００２９】
　伝送路４００Ａは、信頼性の高い伝送路である。すなわち、この伝送路４００Ａは、受
信データとして送信データと同一のデータを得ることが保証された第１の形態の伝送信号
を伝送するための伝送路であり、第１の伝送帯域（データ伝送容量）を有している。
【００３０】
　第１の伝送帯域は、それ程大きくはない。例えば、現行の一般的なオーディオフォーマ
ットを伝送するのに充分な程度の伝送帯域である。一般的なオーディオフォーマットには
、１６ビット、４８ｋＨｚ　ステレオＬＰＣＭ信号、ＳＰＤＩＦ（Sony Philips Digital
 InterFace）にマッピングされているような圧縮音声フォーマット信号などがある。また
、第１の形態の伝送信号は、例えば、少なくとも、送信データに対して、誤り訂正用のデ
ータを付加する処理およびデジタル変調処理（例えば、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ等）を行っ
て得られた伝送信号である。
【００３１】
　伝送路４００Ｂは、伝送路４００Ａに比べて信頼性の低い伝送路である。すなわち、こ
の伝送路４００Ｂは、受信データとして送信データと同一のデータを得ることが保証され
ていない第２の形態の伝送信号を伝送するための伝送路であり、第２の伝送帯域（データ
伝送容量）を有している。
【００３２】
　第２の伝送帯域は、第１の伝送帯域より大きく、充分に大きな伝送帯域である。また、
第２の形態の伝送信号は、上述したように、受信データとして送信データと同一のデータ
を得ることが保証されていないが、送信データに対してある程度の誤差の範囲に収まった
受信データを得ることが期待される伝送信号である。この第２の形態の伝送信号は、例え
ば、少なくとも、送信データに対して、この送信データをＬＳＢとＭＳＢの関係を保った
ストレートバイナリとして扱い、擬似的にアナログ変調（ＡＭ、ＦＭ等）を行って得られ
た伝送信号である。
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【００３３】
　図１に示す音声伝送システム１００では、上述したように伝送路４００Ａ，４００Ｂを
有している。そのため、上述の音声再生装置２００では、送信デジタル音声データ（ステ
レオＬＰＣＭ信号）が、伝送路４００Ａで伝送すべき第１の音声データおよび伝送路４０
０Ｂで伝送すべき第２の音声データに分離される。すなわち、音声再生装置２００では、
ＬＰＣＭ音声データのサンプルデータ毎に、上位１６ビットが第１の音声データとして分
離され、残りのビットが第２の音声データとして分離される。
【００３４】
　そのため、送信デジタル音声データが１６ビットＬＰＣＭ音声データである場合には、
全ビットが第１の音声データとして分離され、第２の音声データはない。また、送信デジ
タル音声データがビット拡張された２４ビットＬＰＣＭ音声データの場合は、上位１６ビ
ットが第１の音声データとして分離され、残りの８ビット（下位８ビット）が第２の音声
データとして分離される。
【００３５】
　そして、上述の音声再生装置２００では、分離された第１の音声データに対して、例え
ば、少なくとも、誤り訂正用のデータを付加する処理およびデジタル変調処理（例えば、
ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ等）が行われて第１の形態の伝送信号が得られる。また、音声再生
装置２００では、分離された第２の音声データに対して、例えば、少なくとも、この送信
データをＬＳＢとＭＳＢの関係を保ったストレートバイナリとして扱い、擬似的にアナロ
グ変調（ＡＭ、ＦＭ等）が行われて第２の形態の伝送信号が得られる。
【００３６】
　そして、上述の音声再生装置２００では、第１の形態の伝送信号が伝送路４００Ａを介
して音声出力装置３００に送信され、第２の形態の伝送信号が伝送路４００Ｂを介して音
声出力装置３００に送信される。
【００３７】
　また、上述の音声出力装置３００では、伝送路４００Ａを介して音声再生装置２００か
ら第１の形態の伝送信号が受信され、伝送路４００Ｂを介して音声再生装置２００から第
２の形態の伝送信号が受信される。
【００３８】
　そして、上述の音声出力装置３００では、受信された第１の形態の伝送信号が処理され
て第１の音声データが得られ、受信された第２の形態の伝送信号が処理されて第２の音声
データが得られる。そして、上述の音声出力装置３００では、サンプルデータ毎に、第１
の音声データが上位ビットされ、第２の音声データが下位ビットとされて合成され、受信
デジタル音声データが得られる。
【００３９】
　この場合、音声再生装置２００における送信デジタル音声データが１６ビットＬＰＣＭ
音声データである場合、音声再生装置２００から伝送路４００Ｂを介して第２の形態の伝
送信号が送られてくることはない。この場合、第１の音声データがそのまま、受信デジタ
ル音声データ（１６ビットＬＰＣＭ音声データ）とされる。
【００４０】
　また、この場合、音声再生装置２００における送信デジタル音声データがビット拡張さ
れた２４ビットＬＰＣＭ音声データである場合、音声再生装置２００から伝送路４００Ｂ
を介して第２の形態の伝送信号が送られてくる。この場合、第１の音声データおよび第２
の音声データが合成されて、受信デジタル音声データ（２４ビットＬＰＣＭ音声データ）
が得られる。
【００４１】
　なお、音声再生装置２００から音声出力装置３００に、音声データを送信する前に、送
信デジタル音声データのビット幅（Ｎ）の情報が供給される。この情報は、送信デジタル
音声データが、１６ビットＬＰＣＭ音声データであるか、あるいはビット拡張された２４
ビットＬＰＣＭ音声データであるかを判断するための情報である。
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【００４２】
　これにより、音声出力装置３００では、送信デジタル音声データが１６ビットＬＰＣＭ
音声データであるか２４ビットＬＰＣＭ音声データであるかを認識できる。そのため、音
声出力装置３００では、第２の音声データを得るための受信処理を行うか、さらには、第
１の音声データに第２の音声データを合成する処理を行うかを判断でき、受信デジタル音
声データを適切、かつ効率的に得ることが可能となる。
【００４３】
　［音声再生装置、音声出力装置の構成例］
　音声再生装置２００および音声出力装置３００の具体的な構成例を説明する。図２は、
音声再生装置２００および音声出力装置３００の構成例を示している。
【００４４】
　最初に、音声再生装置２００について説明する。音声再生装置２００は、図２に示すよ
うに、制御部２０１と、ユーザ操作部２０２と、表示部２０３と、音声再生部２０４と、
ＬＰＣＭサンプル分離部２０５と、伝送路Ａ変調部２０６と、伝送路Ｂ変調部２０７と、
通信インタフェース（通信Ｉ／Ｆ）２０８を有している。
【００４５】
　制御部２０１は、音声再生装置２００の各部の動作を制御する。制御部２０１は、ＣＰ
Ｕ、ＲＯＭおよびＲＡＭを備えている。ＲＯＭは、ＣＰＵの制御プログラム等を記憶して
いる。ＲＡＭは、ＣＰＵの制御処理に必要なデータの一時記憶等に用いられる。ＣＰＵは
、ＲＯＭから読み出したプログラムやデータをＲＡＭ上に展開してプログラムを起動し、
音声再生装置２００の各部の動作を制御する。
【００４６】
　ユーザ操作部２０２および表示部２０３は、音声再生装置２００のユーザインタフェー
スを構成し、制御部２０１に接続されている。ユーザ操作部２０２は、音声再生装置２０
０の図示しない筐体に配置されたキー、釦、ダイヤル、あるいはリモコン等で構成される
。表示部２０３は、例えば、ＬＣＤ(Liquid Crystal Display)等で構成される。
【００４７】
　音声再生部２０４は、図示しないが、装着された記録媒体、例えば、不揮発性メモリ、
磁気ディスク、光ディスク等から所定のコンテンツのデジタル音声データを再生し、ＬＰ
ＣＭ音声データストリームＳＴＬを送信デジタル音声データとして出力する。この実施の
形態において、ＬＰＣＭ音声データストリームＳＴＬは、１６ビットＬＰＣＭ音声データ
、あるいはビット拡張された２４ビットＬＰＣＭ音声データである。
【００４８】
　ＬＰＣＭサンプル分離部２０５は、ＬＰＣＭ音声データストリームＳＴＬのサンプルデ
ータ毎に、上位１６ビットを第１の音声データとして分離し、残りのビットを第２の音声
データとして分離する。ここで、ＬＰＣＭ音声データストリームＳＴＬが１６ビットＬＰ
ＣＭ音声データである場合、全ビットが第１の音声データとして分離され、第２の音声デ
ータはない。また、例えば、ＬＰＣＭ音声データストリームＳＴＬがビット拡張された２
４ビットＬＰＣＭ音声データの場合、上位１６ビットが第１の音声データとして分離され
、残りの８ビット（下位８ビット）が第２の音声データとして分離される。このＬＰＣＭ
サンプル分離部２０５は、データ分離部を構成している。
【００４９】
　伝送路Ａ変調部２０６は、ＬＰＣＭサンプル分離部２０５で得られた第１の音声データ
（ＬＰＣＭ上位ビットストリームＳＴＬ-U）を処理して、第１の形態の伝送信号ＳＴａを
生成する。この場合、伝送路Ａ変調部２０６は、例えば、第１の音声データに対して、少
なくとも、誤り訂正用のデータを付加する処理およびデジタル変調処理を行って、第１の
形態の伝送信号ＳＴａを得る。この第１の形態の伝送信号ＳＴａは、受信データとして送
信データと同一のデータを得ることが保証された伝送信号である。この伝送路Ａ変調部２
０６は、第１の送信処理部を構成している。
【００５０】



(12) JP 4784653 B2 2011.10.5

10

20

30

40

50

　伝送路Ｂ変調部２０７は、ＬＰＣＭサンプル分離部２０５で得られた第２の音声データ
（ＬＰＣＭ下位ビットストリームＳＴＬ-L）を処理して、第２の形態の伝送信号ＳＴｂを
生成する。この場合、伝送路Ｂ変調部２０７は、例えば、第２の音声データに対して、少
なくとも、この第２の音声データをＬＳＢとＭＳＢの関係を保ったストレートバイナリと
して扱い、擬似的にアナログ変調（ＡＭ、ＦＭ等）を行って、第２の形態の伝送信号ＳＴ
ｂを得る。この伝送路Ｂ変調部２０７は、第２の送信処理部を構成している。
【００５１】
　この第２の形態の伝送信号ＳＴｂは、受信データとして送信データと同一のデータを得
ることが保証されていない伝送信号である。
【００５２】
　例えば、第２の形態の伝送信号ＳＴｂが、８ビットデータをＡＭ変調で伝送する際には
、０ｂ００００００００はアンプ値“０”、０ｂ１１１１１１１１はアンプ値“１”、０
ｂ１０００００００はアンプ値“０．５”と、送信側ではエンコードされる。ところが、
このＡＭ信号は、伝送路４００Ｂにおいてノイズなどの影響を受けるので、受信側ではデ
コード時に、下位の情報が損なわれるおそれがあり、アンプ値“０．２５～０．７５”と
なったりする場合がある。
【００５３】
　通信インタフェース２０８は、伝送路Ａ変調部２０６で得られた第１の形態の伝送信号
ＳＴａを、伝送路４００Ａを介して、音声出力装置３００に送信する。また、通信インタ
フェース２０８は、伝送路Ｂ変調部２０７で得られた第２の形態の伝送信号ＳＴｂを、伝
送路４００Ｂを介して、音声出力装置３００に送信する。この通信インタフェース２０８
は、データ送信部を構成している。
【００５４】
　通信インタフェース２０８は、音声出力装置３００に伝送信号ＳＴａ，ＳＴｂを送信す
る前に、制御部２０１の制御の下、伝送路４００を介して、ＬＰＣＭ音声データストリー
ムＳＴＬ（送信デジタル音声データ）のビット幅（Ｎ）情報を供給する。この意味で、通
信インタフェース２０８は、データ情報供給部を構成している。
【００５５】
　次に、音声出力装置３００について説明する。音声出力装置３００は、図２に示すよう
に、制御部３０１と、ユーザ操作部３０２と、表示部３０３と、通信インタフェース（通
信Ｉ／Ｆ）３０４と、伝送路Ａ復調部３０５と、伝送路Ｂ復調部３０６と、ＬＰＣＭサン
プル合成部３０７を有している。また、音声出力装置３００は、図２に示すように、音声
処理部３０８と、音声出力端子３０９を有している。
【００５６】
　制御部３０１は、音声出力装置３００の各部の動作を制御する。制御部３０１は、ＣＰ
Ｕ、ＲＯＭおよびＲＡＭを備えている。ＲＯＭは、ＣＰＵの制御プログラム等を記憶して
いる。ＲＡＭは、ＣＰＵの制御処理に必要なデータの一時記憶等に用いられる。ＣＰＵは
、ＲＯＭから読み出したプログラムやデータをＲＡＭ上に展開してプログラムを起動し、
音声出力装置３００の各部の動作を制御する。
【００５７】
　ユーザ操作部３０２および表示部３０３は、音声出力装置３００のユーザインタフェー
スを構成し、制御部３０１に接続されている。ユーザ操作部３０２は、音声出力装置３０
０の図示しない筐体に配置されたキー、釦、ダイヤル、あるいはリモコン等で構成される
。表示部３０３は、例えば、ＬＣＤ(Liquid Crystal Display)等で構成される。
【００５８】
　通信インタフェース３０４は、伝送路４００Ａを介して、音声再生装置２００から第１
の形態の伝送信号ＳＴａを受信する。また、通信インタフェース３０４は、伝送路４００
Ｂを介して、音声再生装置２００から第２の形態の伝送信号ＳＴｂを受信する。この通信
インタフェース３０４は、データ受信部を構成している。
【００５９】
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　また、通信インタフェース３０４は、音声再生装置２００から伝送信号ＳＴａ，ＳＴｂ
を受信する前に、伝送路４００を介して、音声再生装置２００におけるＬＰＣＭ音声デー
タストリームＳＴＬ（送信デジタル音声データ）のビット幅（Ｎ）情報を取得する。この
意味で、通信インタフェース３０４は、データ情報取得部を構成している。
【００６０】
　通信インタフェース３０４は、このビット幅（Ｎ）情報を、制御部３０１に供給する。
制御部３０１は、この情報に基づいて、送信デジタル音声データ、従って受信デジタル音
声データが１６ビットＬＰＣＭ音声データであるか２４ビットＬＰＣＭ音声データである
かを認識し、各部の動作制御を的確に行う。
【００６１】
　伝送路Ａ復調部３０５は、通信インタフェース３０４で受信された第１の形態の伝送信
号ＳＴａを処理して、第１の音声データ（ＬＰＣＭ上位ビットストリームＳＴＬ-U）を得
る。ここで、伝送路Ａ復調部３０５は、上述の音声再生装置２００の伝送路Ａ変調部２０
６の処理とは逆の過程の処理（デジタル復調処理、誤り訂正処理など）を行う。この第１
の形態の伝送信号ＳＴａは、上述したように、受信データとして送信データと同一のデー
タを得ることが保証されている伝送信号である。そのため、伝送路Ａ復調部３０５で得ら
れる第１の音声データは、上述の音声再生装置２００の伝送路Ａ変調部２０６に入力され
る第１の音声データと同一のデータとなる。この伝送路Ａ復調部３０５は、第１の受信処
理部を構成している。
【００６２】
　伝送路Ｂ復調部３０６は、通信インタフェース３０４で受信された第２の形態の伝送信
号ＳＴｂを処理して、第２の音声データ（ＬＰＣＭ下位ビットストリームＳＴＬ-L′）を
得る。ここで、伝送路Ｂ復調部３０６は、上述の音声再生装置２００の伝送路Ｂ変調部２
０７の処理とは逆の処理（アナログ復調処理、量子化処理など）を行う。この第２の形態
の伝送信号ＳＴｂは、上述したように、受信データとして送信データと同一のデータを得
ることが保証されていない伝送信号である。そのため、伝送路Ｂ復調部３０６で得られる
第２の音声データは、上述の音声再生装置２００の伝送路Ｂ変調部２０７に入力される第
２の音声データに対してある程度の誤差の範囲に収まったデータとなる。この伝送路Ｂ復
調部３０６は、第２の受信処理部を構成している。
【００６３】
　ＬＰＣＭサンプル合成部３０７は、サンプルデータ毎に、伝送路Ａ復調部３０５からの
第１の音声データを上位ビットとし、伝送路Ｂ復調部３０６からの第２の音声データを下
位ビットとして合成し、音声データ（ＬＰＣＭ音声データストリームＳＴＬ′）を得る。
このＬＰＣＭサンプル合成部３０７は、データ合成部を構成している。
【００６４】
　ここで、音声再生装置２００における送信デジタル音声データが１６ビットＬＰＣＭ音
声データである場合、音声再生装置２００から伝送路４００Ｂを介して第２の形態の伝送
信号が送られてくることはない。この場合、第１の音声データがそのまま、受信デジタル
音声データ（１６ビットＬＰＣＭ音声データ）とされる。また、音声再生装置２００にお
ける送信デジタル音声データがビット拡張された２４ビットＬＰＣＭ音声データである場
合、音声再生装置２００から伝送路４００Ｂを介して第２の形態の伝送信号が送られてく
る。この場合、第１の音声データ（上位１６ビット）および第２の音声データ（下位８ビ
ット）が合成されて、受信デジタル音声データ（２４ビットＬＰＣＭ音声データ）が得ら
れる。
【００６５】
　音声処理部３０８は、ＬＰＣＭサンプル合成部３０７で得られた受信デジタル音声デー
タに対して、増幅、Ｄ／Ａ変換等の必要な処理を行う。そして、音声処理部３０８は、処
理後の左右チャネルの音声信号を出力端子３０９に出力し、この出力端子３０９に接続さ
れている各チャネルのスピーカを駆動する。
【００６６】
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　［音声伝送システムの動作例］
　図２に示す音声伝送システム１００の動作を説明する。音声再生装置２００から音声出
力装置３００への音声データの伝送開始前に、音声再生装置２００から音声出力装置３０
０に送信デジタル音声データのビット幅（Ｎ）の情報が通知され、音声出力装置３００で
はその情報の認識が行われる。
【００６７】
　図３は、音声データの伝送開始時の動作の流れを示したシーケンス図である。（ａ）音
声再生装置２００は、送信デジタル音声データのビット幅（Ｎ）の情報を音声出力装置３
００に供給して、当該情報の通知を行う。（ｂ）音声出力装置３００は、音声再生装置２
００から送信デジタル音声データのビット幅（Ｎ）の情報を取得して、当該情報の認識を
行う。その後、（ｃ）音声再生装置２００は、音声データを音声出力装置３００に送信す
る。（ｄ）音声出力装置３００は、音声再生装置２００から送られてくる音声データを受
信する。
【００６８】
　まず、音声再生装置２００の音声再生部２０４から出力される送信デジタル音声データ
（ＬＰＣＭ音声データストリームＳＴＬ）が１６ビットＬＰＣＭ音声データである場合に
ついて説明する。この場合、ＬＰＣＭサンプル分離部２０５では、サンプルデータ毎に、
送信デジタル音声データの全ビットが第１の音声データ（ＬＰＣＭ上位ビットストリーム
ＳＴＬ-U）として分離され、第２の音声データは出力されない。
【００６９】
　この場合、ＬＰＣＭサンプル分離部２０５から第２の音声データが出力されないので、
伝送路Ｂ変調部２０７で第２の形態の伝送信号ＳＴｂを得る処理、および通信インタフェ
ース２０８から第２の形態の伝送信号ＳＴｂを送信する処理などは行われない。
【００７０】
　ＬＰＣＭサンプル分離部２０５で分離された第１の音声データ（ＬＰＣＭ上位ビットス
トリームＳＴＬ-U）は伝送路Ａ変調部２０６に供給される。この伝送路Ａ変調部２０６で
は、第１の音声データが処理されて、第１の形態の伝送信号ＳＴａが生成される。そして
、この第１の形態の伝送信号ＳＴａは、通信インタフェース２０８により、伝送路４００
Ａを介して、音声出力装置３００に送信される。
【００７１】
　音声出力装置３００の通信インタフェース３０４では、音声再生装置２００から伝送路
４００Ａを介して送られてくる第１の形態の伝送信号ＳＴａが受信される。なお、伝送開
始前に音声再生装置２００から通知されたビット幅（Ｎ）の情報により、音声出力装置３
００では、送信デジタル音声データが１６ビットＬＰＣＭ音声データで、第２の形態の伝
送信号ＳＴｂの非送信が予め認識されている。そのため、通信インタフェース３０４で第
２の形態の伝送信号ＳＴｂを受信する処理、伝送路Ｂ復調部３０６で第２の音声データ（
ＬＰＣＭ下位ビットストリームＳＴＬ-L′）を得る処理、ＬＰＣＭサンプル合成部３０７
でデータを合成する処理などは行われない。
【００７２】
　通信インタフェース３０４で受信された第１の形態の伝送信号ＳＴａは、伝送路Ａ復調
部３０５に供給される。この伝送路Ａ復調部３０５では、第１の形態の伝送信号ＳＴａが
処理されて、第１の音声データ（ＬＰＣＭ上位ビットストリームＳＴＬ-U）が得られる。
そして、この第１の音声データは、ＬＰＣＭサンプル合成部３０７から、そのまま、受信
デジタル音声データＳＴＬ′（１６ビットＬＰＣＭ音声データ）として出力される。
【００７３】
　この受信デジタル音声データＳＴＬ′は音声処理部３０８に供給される。この音声処理
部３０８では、受信デジタル音声データＳＴＬ′に対して、増幅、Ｄ／Ａ変換等の必要な
処理が行われ、処理後の左右チャネルの音声信号が音声出力端子３０９に出力される。こ
れにより、音声出力端子３０９に接続された左右チャネルのスピーカ３５０Ｌ，３５０Ｒ
（図２には図示せず、図１参照）からは、音声データ（１６ビットＬＰＣＭ音声データ）
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による再生音声が得られる。
【００７４】
　次に、音声再生装置２００の音声再生部２０４から出力される送信デジタル音声データ
（ＬＰＣＭ音声データストリームＳＴＬ）がビット拡張された２４ビットＬＰＣＭ音声デ
ータである場合について説明する。ＬＰＣＭサンプル分離部２０５では、サンプルデータ
毎に、上位１６ビットが第１の音声データ（ＬＰＣＭ上位ビットストリームＳＴＬ-U）と
して分離され、下位８ビットが第２の音声データ（ＬＰＣＭ下位ビットストリームＳＴＬ
-L）として分離される。
【００７５】
　ＬＰＣＭサンプル分離部２０５で分離された第１の音声データ（ＬＰＣＭ上位ビットス
トリームＳＴＬ-U）は伝送路Ａ変調部２０６に供給される。この伝送路Ａ変調部２０６で
は、第１の音声データが処理されて、第１の形態の伝送信号ＳＴａが生成される。そして
、この第１の形態の伝送信号ＳＴａは、通信インタフェース２０８により、伝送路４００
Ａを介して、音声出力装置３００に送信される。
【００７６】
　また、ＬＰＣＭサンプル分離部２０５で分離された第２の音声データ（ＬＰＣＭ下位ビ
ットストリームＳＴＬ-L）は伝送路Ｂ変調部２０７に供給される。この伝送路Ｂ変調部２
０７では、第２の音声データが処理されて、第２の形態の伝送信号ＳＴｂが生成される。
そして、この第２の形態の伝送信号ＳＴｂは、通信インタフェース２０８により、伝送路
４００Ｂを介して、音声出力装置３００に送信される。
【００７７】
　音声出力装置３００の通信インタフェース３０４では、音声再生装置２００から伝送路
４００Ａを介して第１の形態の伝送信号ＳＴａが受信されると共に、音声再生装置２００
から伝送路４００Ｂを介して第２の形態の伝送信号ＳＴｂが受信される。
【００７８】
　通信インタフェース３０４で受信された第１の形態の伝送信号ＳＴａは、伝送路Ａ復調
部３０５に供給される。この伝送路Ａ復調部３０５では、第１の形態の伝送信号ＳＴａが
処理されて、第１の音声データ（ＬＰＣＭ上位ビットストリームＳＴＬ-U）が得られる。
また、通信インタフェース３０４で受信された第２の形態の伝送信号ＳＴｂは、伝送路Ｂ
復調部３０６に供給される。この伝送路Ｂ復調部３０６では、第２の形態の伝送信号ＳＴ
ｂが処理されて、第２の音声データ（ＬＰＣＭ下位ビットストリームＳＴＬ-L′）が得ら
れる。
【００７９】
　伝送路Ａ復調部３０５で得られた第１の音声データおよび伝送路Ｂ復調部３０６で得ら
れた第２の音声データは、ＬＰＣＭサンプル合成部３０７に供給される。このＬＰＣＭサ
ンプル合成部３０７では、サンプルデータ毎に、第１の音声データが上位ビットとされ、
第２の音声データが下位ビットとされて合成され、受信デジタル音声データＳＴＬ′（２
４ビットＬＰＣＭ音声データ）が得られる。
【００８０】
　この受信デジタル音声データＳＴＬ′は音声処理部３０８に供給される。この音声処理
部３０８では、受信デジタル音声データＳＴＬ′に対して、増幅、Ｄ／Ａ変換等の必要な
処理が行われ、処理後の左右チャネルの音声信号が音声出力端子３０９に出力される。こ
れにより、音声出力端子３０９に接続された左右チャネルのスピーカ３５０Ｌ，３５０Ｒ
（図２には図示せず、図１参照）からは、音声再生装置２００からの音声データ（２４ビ
ットＬＰＣＭ音声データ）による高品質の再生音声が得られる。
【００８１】
　図４のフローチャートは、上述した音声再生装置２００における音声データ送信動作の
処理手順を示している。なお、図４のフローチャートは、１つのサンプルデータの処理に
着目したものであり、各サンプルデータに対して同様の処理が繰り返し行われる。
【００８２】
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　まず、音声再生装置２００は、ステップＳＴ１において、処理を開始し、その後に、ス
テップＳＴ２の処理に移る。このステップＳＴ２において、送信デジタル音声データのビ
ット幅（Ｎ）が１６であるか２４であるかを判断する。
【００８３】
　Ｎ＝１６であるとき、音声再生装置２００は、ステップＳＴ３の処理に移る。このステ
ップＳＴ３において、音声再生装置２００は、ＬＰＣＭサンプル分離部２０５により送信
デジタル音声データＳＴＬの全ビットを第１の音声データとして分離し、伝送路Ａ変調部
２０６により第１の形態の伝送信号ＳＴａを形成する。そして、音声再生装置２００は、
ステップＳＴ４において、通信インタフェース２０８により、ステップＳＴ３で得られた
第１の形態の伝送信号ＳＴａを、伝送路４００Ａを介して、音声出力装置３００に送信し
、その後、ステップＳＴ５において、処理を終了する。
【００８４】
　また、ステップＳＴ２でＮ＝２４であるとき、音声再生装置２００は、ステップＳＴ６
の処理に移る。このステップＳＴ６において、音声再生装置２００は、ＬＰＣＭサンプル
分離部２０５により、送信デジタル音声データＳＴＬの上位１６ビットを第１の音声デー
タとして分離し、下位８ビットを第２の音声データとして分離する。
【００８５】
　そして、音声再生装置２００は、ステップＳＴ７において、伝送路Ａ変調部２０６によ
り、ステップＳＴ６で分離された第１の音声データを処理して、第１の形態の伝送信号Ｓ
Ｔａを得る。また、音声再生装置２００は、ステップＳＴ８において、伝送路Ｂ変調部２
０７により、ステップＳＴ６で分離された第２の音声データを処理して、第２の形態の伝
送信号ＳＴｂを得る。
【００８６】
　そして、音声再生装置２００は、ステップＳＴ４において、通信インタフェース２０８
により、ステップＳＴ７で得られた第１の形態の伝送信号ＳＴａを、伝送路４００Ａを介
して音声出力装置３００に送信する。また、音声再生装置２００は、ステップＳＴ４にお
いて、通信インタフェース２０８により、ステップＳＴ８で得られた第２の形態の伝送信
号ＳＴｂを、伝送路４００Ｂを介して音声出力装置３００に送信する。その後、音声再生
装置２００は、ステップＳＴ５において、処理を終了する。
【００８７】
　図５のフローチャートは、上述した音声出力装置３００における音声データ受信動作の
処理手順を示している。なお、図５のフローチャートは、１つのサンプルデータの処理に
着目したものであり、各サンプルデータに対して同様の処理が繰り返し行われる。
【００８８】
　まず、音声出力装置３００は、ステップＳＴ１１において、処理を開始し、その後に、
ステップＳＴ１２の処理に移る。このステップＳＴ１２において、音声出力装置３００は
、通信インタフェース３０４により、音声再生装置２００から伝送路４００を介して送ら
れてくる伝送信号を受信する。
【００８９】
　この場合、通信インタフェース３０４は、送信デジタル音声データＳＴＬのビット幅（
Ｎ）が１６であるときは、伝送路４００Ａを介して送られてくる第１の形態の伝送信号Ｓ
Ｔａのみを受信する。また、通信インタフェース３０４は、送信デジタル音声データＳＴ
Ｌのビット幅（Ｎ）が２４であるときは、伝送路４００Ａを介して送られてくる第１の形
態の伝送信号ＳＴａおよび伝送路４００Ｂを介して送られてくる第２の形態の伝送信号Ｓ
Ｔｂを受信する。
【００９０】
　次に、音声出力装置３００は、ステップＳＴ１３において、送信デジタル音声データＳ
ＴＬのビット幅（Ｎ）が１６であるか２４であるかを判断する。Ｎ＝１６であるとき、音
声出力装置３００は、ステップＳＴ１４の処理に移る。このステップＳＴ１４において、
音声出力装置３００は、伝送路Ａ復調部３０５により、ステップＳＴ１２で受信された第
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１の形態の伝送信号ＳＴａを処理して、第１の音声データ（ＬＰＣＭ上位ビットストリー
ムＳＴＬ-U）を得る。
【００９１】
　また、音声出力装置３００は、このステップＳＴ１４において、ＬＰＣＭサンプル合成
部３０７から当該第１の音声データを、そのまま、受信デジタル音声データＳＴＬ′（１
６ビットＬＰＣＭ音声データ）として出力する。その後、音声出力装置３００は、ステッ
プＳＴ１５において、処理を終了する。
【００９２】
　また、ステップＳＴ１３でＮ＝２４であるとき、音声出力装置３００は、ステップＳＴ
１６の処理に移る。このステップＳＴ１６において、音声出力装置３００は、伝送路Ａ復
調部３０５により、ステップＳＴ１２で受信された第１の形態の伝送信号ＳＴａを処理し
て、第１の音声データ（ＬＰＣＭ上位ビットストリームＳＴＬ-U）を得る。そして、音声
出力装置３００は、ステップＳＴ１７において、伝送路Ｂ復調部３０６により、ステップ
ＳＴ１２で受信された第２の形態の伝送信号ＳＴｂを処理して、第２の音声データ（ＬＰ
ＣＭ下位ビットストリームＳＴＬ-L′）を得る。
【００９３】
　次に、音声出力装置３００は、ステップＳＴ１８において、ＬＰＣＭサンプル合成部３
０７により、サンプルデータ毎に、ステップＳＴ１６で得られた第１の音声データとステ
ップＳＴ１７で得られた第２の音声データとを合成する。この場合、ＬＰＣＭサンプル合
成部３０７は、第１の音声データを上位ビットとし、第２の音声データを下位ビットとし
て合成し、受信デジタル音声データＳＴＬ′（２４ビットＬＰＣＭ音声データ）を得る。
その後、音声出力装置３００は、ステップＳＴ１５において、処理を終了する。
【００９４】
　以上説明したように、図１に示す音声伝送システム１００において、音声再生装置２０
０の音声データ送信動作は、送信デジタル音声データＳＴＬが１６ビットＬＰＣＭ音声デ
ータであるか、ビット拡張された２４ビットＬＰＣＭ音声データであるかによって異なる
。すなわち、送信デジタル音声データＳＴＬが１６ビットＬＰＣＭ音声データである場合
には、この音声データの全ビットが第１の音声データとして分離され、第１の形態の伝送
信号ＳＴａとされて、伝送路４００Ａを介して、音声出力装置３００に送信される。
【００９５】
　これに対して、送信デジタル音声データＳＴＬがビット拡張された２４ビットＬＰＣＭ
音声データである場合には、この音声データの上位１６ビットが第１の音声データとして
分離され、残りの下位８ビットが第２の音声データとして分離される。そして、第１の音
声データは、第１の形態の伝送信号ＳＴａとされて、伝送路４００Ａを介して、音声出力
装置３００に送信される。また、第２の音声データは、第２の形態の伝送信号ＳＴｂとさ
れて、伝送路４００Ｂを介して、音声出力装置３００に送信される。
【００９６】
　このように、送信デジタル音声データＳＴＬがビット拡張された２４ビットＬＰＣＭ音
声データでデータ量が多い場合であっても、ビット拡張に伴って増加したデータは、伝送
路４００Ｂを介して音声出力装置３００に送信される。そのため、伝送路４００Ａを介し
て送られる他のデータ、例えば画像データの伝送に影響を及ぼすことなく、送信デジタル
音声データを良好に送信できる。
【００９７】
　＜２．第２の実施の形態＞
　［音声伝送システムの全体構成例］
　図６は、第２の実施の形態としての音声伝送システム５００の全体構成を示している。
この音声伝送システム５００は、ソース機器としての音声再生装置６００と、シンク機器
としての音声出力装置７００と、伝送路４００により構成されている。
【００９８】
　音声再生装置６００は、不揮発性メモリ、磁気ディスク、光ディスク等の記録媒体から
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デジタル音声データを再生し、このデジタル音声データを、伝送路４００を介して音声出
力装置７００に送信する。この音声再生装置６００は、音声データ送信装置を構成してい
る。
【００９９】
　不揮発性メモリとしては、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmab
le Read-Only Memory）、ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable ROM）などがあげられる。
また、磁気ディスクとしては、ハードディスク、円盤型磁性体ディスクなどがあげられる
。また、光ディスクとしては、ＣＤ（Compact Disc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc
）およびＢＤ（Blu-Ray Disc（登録商標））などがあげられる。
【０１００】
　音声出力装置７００には、左（フロント）、センター、右（フロント）、左（リア）、
右（リア）、ＬＦＥ（Low　Frequency　Effect）の各チャネルのスピーカ７５０ＬＦ，７
５０Ｃ，７５０ＲＦ，７５０ＬＳ，７５０ＲＳ，７５０ＳＷが接続されている。この音声
出力装置７００および各スピーカにより、５．１チャネルサラウンドシステムが構成され
ている。音声出力装置７００は、音声再生装置６００から伝送路４００を介して送られて
くるデジタル音声データを受信し、このデジタル音声データに基づいて、各スピーカを駆
動して音声を出力する。この音声出力装置７００は、音声データ受信装置を構成している
。
【０１０１】
　図７は、各スピーカの配置例を示している。図７の配置例は、ＩＴＵ（国際電気通信連
合）勧告（ＩＴＵ－Ｒ　ＢＳ．７７５－１）の配置推奨例である。この配置推奨例におい
ては、スピーカ７５０ＬＦ，７５０Ｃ，７５０ＲＦ，７５０ＬＳ，７５０ＲＳは、リスニ
ングポイントから等距離、同一平面上（同じ高さ）に配置される。また、この配置推奨例
においては、スピーカ７５０ＬＦとスピーカ７５０ＲＦの見開き角度は、リスニングポイ
ントから見て６０°とされる。また、この配置推奨例においては、スピーカ７５０ＬＳ，
７５０ＲＳは、リスニングポイントからスピーカ７５０Ｃを基準に見て各々１００°～１
２０°の見開き角度に設置される。
【０１０２】
　伝送路４００は、音声再生装置６００から音声出力装置７００にデジタル音声データを
伝送するために利用される。この伝送路４００は、無線または有線のいずれであってもよ
い。詳細説明は省略するが、この伝送路４００は、図１に示す音声伝送システム１００に
おける伝送路４００と同様の伝送路であり、伝送路４００Ａ（第１の伝送路）および伝送
路４００Ｂ（第２の伝送路）からなっている。
【０１０３】
　図６に示す音声伝送システム５００では、上述したように伝送路４００Ａ，４００Ｂを
有している。そのため、上述の音声再生装置６００では、送信デジタル音声データ（マル
チチャネル音声信号）が、伝送路４００Ａで伝送すべき第１の音声データおよび伝送路４
００Ｂで伝送すべき第２の音声データに分離される。すなわち、音声再生装置６００では
、メインの音を担当する左（フロント）、センター、右（フロント）の各チャネルの音声
データは第１の音声データとして分離され、残りの各チャネルの音声データは第２の音声
データとして分離される。
【０１０４】
　そのため、送信デジタル音声データに左（フロント）、センター、右（フロント）の各
チャネルの音声データが含まれる場合には、当該各チャネルの音声データは第１の音声デ
ータとして分離され、第２の音声データはない。また、送信デジタル音声データに左（フ
ロント）、センター、右（フロント）と共に、左（リア）、右（リア）、ＬＦＥの各チャ
ネルの音声データが含まれる場合、以下のようになる。すなわち、左（フロント）、セン
ター、右（フロント）の音声データは第１の音声データとして分離され、残りの左（リア
）、右（リア）、ＬＦＥの各チャネルの音声データは第２の音声データとして分離される
。
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【０１０５】
　そして、上述の音声再生装置６００では、分離された第１の音声データに対して、例え
ば、少なくとも、誤り訂正用のデータを付加する処理およびデジタル変調処理（例えば、
ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ等）が行われて第１の形態の伝送信号が得られる。また、音声再生
装置６００では、分離された第２の音声データに対して、例えば、少なくとも、この送信
データをＬＳＢとＭＳＢの関係を保ったストレートバイナリとして扱い、擬似的にアナロ
グ変調（ＡＭ、ＦＭ等）が行われて第２の形態の伝送信号が得られる。
【０１０６】
　そして、上述の音声再生装置６００では、第１の形態の伝送信号が伝送路４００Ａを介
して音声出力装置７００に送信され、第２の形態の伝送信号が伝送路４００Ｂを介して音
声出力装置７００に送信される。
【０１０７】
　また、上述の音声出力装置７００では、伝送路４００Ａを介して音声再生装置６００か
ら第１の形態の伝送信号が受信され、伝送路４００Ｂを介して音声再生装置６００から第
２の形態の伝送信号が受信される。
【０１０８】
　そして、上述の音声出力装置７００では、受信された第１の形態の伝送信号が処理され
て第１の音声データが得られ、受信された第２の形態の伝送信号が処理されて第２の音声
データが得られる。音声出力装置７００では、第１の音声データが左（フロント）、セン
ター、右（フロント）の各チャネルの音声データとされ、第２の音声データが左（リア）
、右（リア）、ＬＦＥの各チャネルの音声データとされて合成され、受信デジタル音声デ
ータが得られる。
【０１０９】
　この場合、音声再生装置６００における送信デジタル音声データに左（フロント）、セ
ンター、右（フロント）の各チャネルの音声データだけが含まれる場合、音声再生装置６
００から伝送路４００Ｂを介して第２の形態の伝送信号が送られてくることはない。この
場合、第１の音声データがそのまま、受信デジタル音声データ（左（フロント）、センタ
ー、右（フロント）の各チャネルの音声データ）とされる。
【０１１０】
　また、この場合、音声再生装置６００における送信デジタル音声データに左（フロント
）、センター、右（フロント）と共に、左（リア）、右（リア）、ＬＦＥの各チャネルの
音声データが含まれる場合、伝送路４００Ｂを介して第２の形態の伝送信号が送られてく
る。この場合、第１の音声データおよび第２の音声データが合成されて、受信デジタル音
声データ（左（フロント）、センター、右（フロント）と共に、左（リア）、右（リア）
、ＬＦＥの各チャネルの音声データ）が得られる。
【０１１１】
　なお、音声再生装置６００から音声出力装置７００に、音声データを送信する前に、送
信デジタル音声データのチャネル情報が供給される。この情報は、送信デジタル音声デー
タが、左（フロント）、センター、右（フロント）の各チャネルの音声データだけを含む
のか、さらに左（リア）、右（リア）、ＬＦＥの各チャネルの音声データも含むのかを判
断するための情報である。
【０１１２】
　これにより、音声出力装置７００では、送信デジタル音声データが、左（フロント）、
センター、右（フロント）の各チャネルの音声データだけを含むのか、さらに左（リア）
、右（リア）、ＬＦＥの各チャネルの音声データも含むのかを認識できる。そのため、音
声出力装置７００では、第２の音声データを得るための受信処理を行うか、さらには、第
１の音声データに第２の音声データを合成する処理を行うかを判断でき、受信デジタル音
声データを適切、かつ効率的に得ることが可能となる。
【０１１３】
　［音声再生装置、音声出力装置の構成例］
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　音声再生装置６００および音声出力装置７００の具体的な構成例を説明する。図８は、
音声再生装置６００および音声出力装置７００の構成例を示している。この図８において
、図２と対応する部分には同一符号を付し、適宜、その詳細説明は省略する。
【０１１４】
　最初に、音声再生装置６００について説明する。音声再生装置６００は、図８に示すよ
うに、制御部２０１と、ユーザ操作部２０２と、表示部２０３と、音声再生部２０４Ａと
、チャネル分離部２０５Ａと、伝送路Ａ変調部２０６と、伝送路Ｂ変調部２０７と、通信
インタフェース２０８を有している。この音声再生装置６００は、図２に示す音声再生装
置２００の音声再生部２０４、ＬＰＣＭサンプル分離部２０５が、音声再生部２０４Ａ、
チャネル分離部２０５Ａに置き換えられた構成となっている。
【０１１５】
　音声再生部２０４Ａは、図示しないが、装着された記録媒体、例えば、不揮発性メモリ
、磁気ディスク、光ディスク等から所定のコンテンツのデジタル音声データを再生し、マ
ルチチャネル音声ストリームＳＴＭを送信デジタル音声データとして出力する。この実施
の形態において。マルチチャネル音声ストリームＳＴＭは、左（フロント）、センター、
右（フロント）
の各チャネルの音声データだけを含む場合と、さらに左（リア）、右（リア）、ＬＦＥの
各チャネルの音声データを含む場合がある。
【０１１６】
　チャネル分離部２０５Ａは、マルチチャネル音声ストリームＳＴＭに含まれる左（フロ
ント）、センター、右（フロント）の各チャネルの音声データを第１の音声データ（音声
ストリームＳＴＭ-a）として分離する。また、チャネル分離部２０５Ａは、マルチチャネ
ル音声ストリームＳＴＭに含まれる左（リア）、右（リア）、ＬＦＥの各チャネルの音声
データを第２の音声データ（音声ストリームＳＴＭ-b）として分離する。
【０１１７】
　ここで、マルチチャネル音声ストリームＳＴＭが左（フロント）、センター、右（フロ
ント）の各チャネルの音声データだけを含む場合、当該各チャネルの音声データは第１の
音声データとして分離され、第２の音声データはない。しかし、マルチチャネル音声スト
リームＳＴＭが、さらに左（リア）、右（リア）、ＬＦＥの各チャネルの音声データを含
む場合、当該各チャネルの音声データは第２の音声データとして分離される。このチャネ
ル分離部２０５Ａは、データ分離部を構成している。
【０１１８】
　伝送路Ａ変調部２０６は、チャネル分離部２０５Ａで得られた第１の音声データ（音声
ストリームＳＴＭ-a）を処理して、第１の形態の伝送信号ＳＴａを生成する。この場合、
伝送路Ａ変調部２０６は、例えば、第１の音声データに対して、少なくとも、誤り訂正用
のデータを付加する処理およびデジタル変調処理を行って、第１の形態の伝送信号ＳＴａ
を得る。
【０１１９】
　伝送路Ｂ変調部２０７は、チャネル分離部２０５Ａで得られた第２の音声データ（音声
ストリームＳＴＭ-b）を処理して、第２の形態の伝送信号ＳＴｂを生成する。この場合、
伝送路Ｂ変調部２０７は、例えば、第２の音声データに対して、少なくとも、この第２の
音声データをＬＳＢとＭＳＢの関係を保ったストレートバイナリとして扱い、擬似的にア
ナログ変調（ＡＭ、ＦＭ等）を行って、第２の形態の伝送信号ＳＴｂを得る。
【０１２０】
　なお、通信インタフェース２０８は、音声出力装置７００に伝送信号ＳＴａ，ＳＴｂを
送信する前に、伝送路４００を介して、音声再生部２０４Ａから出力されるマルチチャネ
ル音声ストリームＳＴＭ（送信デジタル音声データ）のチャネル情報を供給する。通信イ
ンタフェース２０８は、この動作を、制御部２０１の制御の下で行う。
【０１２１】
　音声再生装置６００のその他は、図２に示す音声再生装置２００と同様に構成される。



(21) JP 4784653 B2 2011.10.5

10

20

30

40

50

【０１２２】
　次に、音声出力装置７００について説明する。音声出力装置７００は、図８に示すよう
に、制御部３０１と、ユーザ操作部３０２と、表示部３０３と、通信インタフェース３０
４と、伝送路Ａ復調部３０５と、伝送路Ｂ復調部３０６と、チャネル合成部３０７Ａを有
している。また、音声出力装置７００は、図８に示すように、音声処理部３０８と、音声
出力端子３０９を有している。この音声出力装置７００は、図２に示す音声出力装置３０
０のＬＰＣＭサンプル合成部３０７が、チャネル合成部３０７Ａに置き換えられた構成と
なっている。
【０１２３】
　通信インタフェース３０４は、音声再生装置６００から伝送信号ＳＴａ，ＳＴｂを受信
する前に、伝送路４００を介して、音声再生装置６００におけるマルチチャネル音声スト
リームＳＴＭ（送信デジタル音声データ）のチャネル情報を取得する。
【０１２４】
　通信インタフェース３０４は、このチャネル情報を、制御部３０１に供給する。制御部
３０１は、この情報に基づいて、送信デジタル音声データ、従って受信デジタル音声デー
タが、左（フロント）、センター、右（フロント）のチャネルの他に、左（リア）、右（
リア）、ＬＦＥのチャネルを含むか否かを認識し、各部の動作制御を的確に行う。
【０１２５】
　伝送路Ａ復調部３０５は、通信インタフェース３０４で受信された第１の形態の伝送信
号ＳＴａを処理して、第１の音声データ（音声ストリームＳＴＭ-a）を得る。また、伝送
路Ｂ復調部３０６は、通信インタフェース３０４で受信された第２の形態の伝送信号ＳＴ
ｂを処理して、第２の音声データ（音声ストリームＳＴＭ-b′）を得る。
【０１２６】
　チャネル合成部３０７Ａは、伝送路Ａ復調部３０５で得られた第１の音声データをフロ
ント、センターの各チャネルの音声データとし、伝送路Ｂ復調部３０６で得られた第２の
音声データをリア、ＬＦＥの各チャネルの音声データとして合成する。そして、チャネル
合成部３０７Ａは、受信デジタル音声データＳＴＭ′を得る。
【０１２７】
　ここで、音声再生装置６００における送信デジタル音声データに左（フロント）、セン
ター、右（フロント）の各チャネルの音声データだけが含まれる場合、音声再生装置６０
０から伝送路４００Ｂを介して第２の形態の伝送信号が送られてくることはない。この場
合、第１の音声データがそのまま、受信デジタル音声データＳＴＭ′（左（フロント）、
センター、右（フロント）の各チャネルの音声データ）とされる。
【０１２８】
　また、送信デジタル音声データに左（フロント）、センター、右（フロント）と共に、
左（リア）、右（リア）、ＬＦＥの各チャネルの音声データが含まれる場合、音声再生装
置６００から伝送路４００Ｂを介して第２の形態の伝送信号が送られてくる。この場合、
第１の音声データおよび第２の音声データが合成されて、受信デジタル音声データＳＴＭ
′（左（フロント）、センター、右（フロント）と共に、左（リア）、右（リア）、ＬＦ
Ｅの各チャネルの音声データ）が得られる。音声出力装置７００のその他は、図２に示す
音声出力装置３００と同様に構成される。
【０１２９】
　［音声伝送システムの動作例］
　図６に示す音声伝送システム５００の動作を説明する。音声再生装置６００から音声出
力装置７００への音声データの伝送開始前に、音声再生装置６００から音声出力装置７０
０にチャネル情報が通知され、音声出力装置７００ではその情報の認識が行われる。
【０１３０】
　図９は、音声データの伝送開始時の動作の流れを示したシーケンス図である。（ａ）音
声再生装置６００は、送信デジタル音声データのチャネル情報を音声出力装置７００に供
給して、当該情報の通知を行う。（ｂ）音声出力装置７００は、音声再生装置６００から
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送信デジタル音声データのチャネル情報を取得して、当該情報の認識を行う。つまり、音
声出力装置７００は、送信デジタル音声データ、従って受信デジタル音声データが、左（
フロント）、センター、右（フロント）のチャネルの他に、左（リア）、右（リア）、Ｌ
ＦＥのチャネルを含むか否かを認識する。その後、（ｃ）音声再生装置６００は、音声デ
ータを音声出力装置７００に送信する。（ｄ）音声出力装置７００は、音声再生装置６０
０から送られてくる音声データを受信する。
【０１３１】
　まず、音声再生装置６００の音声再生部２０４Ａから出力される送信デジタル音声デー
タ（マルチチャネル音声ストリームＳＴＭ）が、左（フロント）、センター、右（フロン
ト）の各チャネルの音声データだけを含む場合について説明する。この場合、チャネル分
離部２０５Ａでは、左（フロント）、センター、右（フロント）の各チャネルの音声デー
タが第１の音声データとして分離され、第２の音声データは出力されない。
【０１３２】
　この場合、チャネル分離部２０５Ａから第２の音声データが出力されないので、伝送路
Ｂ変調部２０７で第２の形態の伝送信号ＳＴｂを得る処理、および通信インタフェース２
０８から第２の形態の伝送信号ＳＴｂを送信する処理などは行われない。
【０１３３】
　チャネル分離部２０５Ａで分離された第１の音声データ（音声ストリームＳＴＭ-a）は
伝送路Ａ変調部２０６に供給される。この伝送路Ａ変調部２０６では、第１の音声データ
が処理されて、第１の形態の伝送信号ＳＴａが生成される。そして、この第１の形態の伝
送信号ＳＴａは、通信インタフェース２０８により、伝送路４００Ａを介して、音声出力
装置７００に送信される。
【０１３４】
　音声出力装置７００の通信インタフェース３０４では、音声再生装置６００から伝送路
４００Ａを介して送られてくる第１の形態の伝送信号ＳＴａが受信される。なお、音声出
力装置７００では、音声再生装置６００からのチャネル情報により、送信デジタル音声デ
ータが左（フロント）、センター、右（フロント）の各チャネルの音声データだけを含み
、第２の形態の伝送信号ＳＴｂの非送信が予め認識されている。そのため、通信インタフ
ェース３０４で第２の形態の伝送信号ＳＴｂを受信する処理、伝送路Ｂ復調部３０６で第
２の音声データ（音声ストリームＳＴＭ-ｂ′）を得る処理、チャネル合成部３０７Ａで
データを合成する処理などは行われない。
【０１３５】
　通信インタフェース３０４で受信された第１の形態の伝送信号ＳＴａは、伝送路Ａ復調
部３０５に供給される。この伝送路Ａ復調部３０５では、第１の形態の伝送信号ＳＴａが
処理されて、第１の音声データ（音声ストリームＳＴＭ-a）が得られる。そして、この第
１の音声データは、チャネル合成部３０７Ａから、そのまま、受信デジタル音声データＳ
ＴＭ′（左（フロント）、センター、右（フロント）の各チャネルの音声データ）として
出力される。
【０１３６】
　この受信デジタル音声データＳＴＭ′は音声処理部３０８に供給される。この音声処理
部３０８では、受信デジタル音声データＳＴＭ′に対して、増幅、Ｄ／Ａ変換等の必要な
処理が行われ、処理後の各チャネルの音声信号が音声出力端子３０９に出力される。これ
により、音声出力端子３０９に接続された各チャネルのスピーカ７５０ＬＦ，７５０Ｃ，
７５０ＲＦ（図８には図示せず、図６参照）からは、音声データ（左（フロント）、セン
ター、右（フロント）の各チャネルの音声データ）による再生音声が得られる。
【０１３７】
　次に、音声再生部２０４Ａから出力される送信デジタル音声データ（マルチチャネル音
声ストリームＳＴＭ）が左（フロント）、センター、右（フロント）と共に、左（リア）
、右（リア）、ＬＦＥの各チャネルの音声データを含む場合について説明する。この場合
、チャネル分離部２０５Ａでは、左（フロント）、センター、右（フロント）の各チャネ
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ルの音声データが第１の音声データとして分離される。また、このチャネル分離部２０５
Ａでは、左（リア）、右（リア）、ＬＦＥの各チャネルの音声データが第２の音声データ
（音声ストリームＳＴＭ-b）として分離される。
【０１３８】
　チャネル分離部２０５Ａで分離された第１の音声データ（音声ストリームＳＴＭ-a）は
伝送路Ａ変調部２０６に供給される。この伝送路Ａ変調部２０６では、第１の音声データ
が処理されて、第１の形態の伝送信号ＳＴａが生成される。そして、この第１の形態の伝
送信号ＳＴａは、通信インタフェース２０８により、伝送路４００Ａを介して、音声出力
装置７００に送信される。
【０１３９】
　また、チャネル分離部２０５Ａで分離された第２の音声データ（音声ストリームＳＴＭ
-b）は伝送路Ｂ変調部２０７に供給される。この伝送路Ｂ変調部２０７では、第２の音声
データが処理されて、第２の形態の伝送信号ＳＴｂが生成される。そして、この第２の形
態の伝送信号ＳＴｂは、通信インタフェース２０８により、伝送路４００Ｂを介して、音
声出力装置７００に送信される。
【０１４０】
　音声出力装置７００の通信インタフェース３０４では、音声再生装置６００から伝送路
４００Ａを介して送られてくる第１の形態の伝送信号ＳＴａが受信される。また、この通
信インタフェース３０４では、音声再生装置６００から伝送路４００Ｂを介して送られて
くる第２の形態の伝送信号ＳＴａが受信される。
【０１４１】
　通信インタフェース３０４で受信された第１の形態の伝送信号ＳＴａは、伝送路Ａ復調
部３０５に供給される。この伝送路Ａ復調部３０５では、第１の形態の伝送信号ＳＴａが
処理されて、第１の音声データ（音声ストリームＳＴＭ-a）が得られる。また、通信イン
タフェース３０４で受信された第２の形態の伝送信号ＳＴｂは、伝送路Ｂ復調部３０６に
供給される。この伝送路Ｂ復調部３０６では、第２の形態の伝送信号ＳＴｂが処理されて
、第２の音声データ（音声ストリームＳＴＭ-b′）が得られる。
【０１４２】
　伝送路Ａ復調部３０５で得られた第１の音声データおよび伝送路Ｂ復調部３０６で得ら
れた第２の音声データは、チャネル合成部３０７Ａに供給される。このチャネル合成部３
０７Ａでは、第１の音声データおよび第２の音声データが合成されて、受信デジタル音声
データＳＴＭ′（左（フロント）、センター、右（フロント）と共に、左（リア）、右（
リア）、ＬＦＥの各チャネルの音声データ）が得られる。
【０１４３】
　この受信デジタル音声データＳＴＭ′は音声処理部３０８に供給される。この音声処理
部３０８では、受信デジタル音声データＳＴＭ′に対して、増幅、Ｄ／Ａ変換等の必要な
処理が行われ、処理後の各チャネルの音声信号が音声出力端子３０９に出力される。これ
により、音声出力端子３０９に接続された各チャネルのスピーカ７５０ＬＦ，７５０Ｃ，
７５０ＲＦ，７５０ＬＳ，７５０ＲＳ，７５０ＳＷ（図８には図示せず、図６参照）から
、５．１チャネルサラウンド方式の再生音声が得られる。
【０１４４】
　図１０のフローチャートは、上述した音声再生装置６００における音声データ送信動作
の処理手順を示している。なお、図１０のフローチャートは、各チャネルの１つのサンプ
ルデータの処理に着目したものであり、各サンプルデータに対して同様の処理が繰り返し
行われる。
【０１４５】
　まず、音声再生装置６００は、ステップＳＴ２１において、処理を開始し、その後に、
ステップＳＴ２２の処理に移る。このステップＳＴ２２において、送信デジタル音声デー
タＳＴＭが、フロント、センターのチャネルの他に、リア、ＬＦＥのチャネルを含むか否
かを判断する。
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【０１４６】
　左（リア）、右（リア）、ＬＦＥのチャネルを含まないとき、音声再生装置６００は、
ステップＳＴ２３の処理に移る。このステップＳＴ２３において、音声再生装置６００は
、チャネル分離部２０５Ａにより、音声データＳＴＭからフロント、センターの各チャネ
ルの音声データを第１の音声データとして分離し、伝送路Ａ変調部２０６により第１の形
態の伝送信号ＳＴａを生成する。
【０１４７】
　そして、音声再生装置６００は、ステップＳＴ２４において、通信インタフェース２０
８により、ステップＳＴ２３で得られた第１の形態の伝送信号ＳＴａを、伝送路４００Ａ
を介して音声出力装置７００に送信する。その後、音声再生装置６００は、ステップＳＴ
２５において、処理を終了する。
【０１４８】
　また、ステップＳＴ２２で左（リア）、右（リア）、ＬＦＥのチャネルを含むとき、音
声再生装置６００は、ステップＳＴ２６の処理に移る。このステップＳＴ２６において、
音声再生装置６００は、チャネル分離部２０５Ａにより、音声データＳＴＭから、フロン
ト、センターの各チャネルの音声データを第１の音声データとして分離する。また、この
ステップＳＴ２６において、音声再生装置６００は、チャネル分離部２０５Ａにより、音
声データＳＴＭから、リア、ＬＦＥの各チャネルの音声データを第２の音声データとして
分離する。
【０１４９】
　そして、音声再生装置６００は、ステップＳＴ２７において、伝送路Ａ変調部２０６に
より、ステップＳＴ２６で分離された第１の音声データを処理して、第１の形態の伝送信
号ＳＴａを得る。また、音声再生装置６００は、ステップＳＴ２８において、伝送路Ｂ変
調部２０７により、ステップＳＴ２６で分離された第２の音声データを処理して、第２の
形態の伝送信号ＳＴｂを得る。
【０１５０】
　そして、音声再生装置６００は、ステップＳＴ２４において、通信インタフェース２０
８により、ステップＳＴ２７で得られた第１の形態の伝送信号ＳＴａを、伝送路４００Ａ
を介して音声出力装置７００に送信する。また、音声再生装置６００は、ステップＳＴ２
４において、通信インタフェース２０８により、ステップＳＴ２８で得られた第２の形態
の伝送信号ＳＴｂを、伝送路４００Ｂを介して音声出力装置７００に送信する。その後、
音声再生装置６００は、ステップＳＴ２５において、処理を終了する。
【０１５１】
　図１１のフローチャートは、上述した音声出力装置７００における音声データ受信動作
の処理手順を示している。なお、図１１のフローチャートは、各チャネルの１つのサンプ
ルデータの処理に着目したものであり、各サンプルデータに対して同様の処理が繰り返し
行われる。
【０１５２】
　まず、音声出力装置７００は、ステップＳＴ３１において、処理を開始し、その後に、
ステップＳＴ３２の処理に移る。このステップＳＴ３２において、音声出力装置７００は
、通信インタフェース３０４により、音声再生装置６００から伝送路４００を介して送ら
れてくる伝送信号を受信する。
【０１５３】
　この場合、通信インタフェース３０４は、送信デジタル音声データＳＴＭがフロント、
センターのチャネルだけを含むとき、伝送路４００Ａを介して送られてくる第１の形態の
伝送信号ＳＴａのみを受信する。またこの場合、通信インタフェース３０４は、リア、Ｌ
ＦＥのチャネルをさらに含むとき、伝送路４００Ａを介して送られてくる第１の形態の伝
送信号ＳＴａを受信し、さらに伝送路４００Ｂを介して送られてくる第２の形態の伝送信
号ＳＴｂを受信する。
【０１５４】
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　次に、音声出力装置７００は、ステップＳＴ３３において、送信デジタル音声データＳ
ＴＭが、フロント、センターのチャネルの他に、リア、ＬＦＥのチャネルを含むか否かを
判断する。フロント、センターのチャネルだけを含むとき、音声出力装置７００は、ステ
ップＳＴ３４の処理に移る。このステップＳＴ３４において、音声出力装置７００は、伝
送路Ａ復調部３０５により、ステップＳＴ３２で受信された第１の形態の伝送信号ＳＴａ
を処理して、第１の音声データ（音声ストリームＳＴＭ-a）を得る。
【０１５５】
　また、音声出力装置７００は、このステップＳＴ３４において、チャネル合成部３０７
Ａから当該第１の音声データを、そのまま、受信デジタル音声データＳＴＭ′（フロント
、センターチャネルの音声データ）として出力する。その後、音声出力装置７００は、ス
テップＳＴ３５において、処理を終了する。
【０１５６】
　また、ステップＳＴ３３でフロント、センターのチャネルの他に、リア、ＬＦＥチャネ
ルを含むとき、音声出力装置７００は、ステップＳＴ３６の処理に移る。このステップＳ
Ｔ３６において、音声出力装置７００は、伝送路Ａ復調部３０５により、ステップＳＴ３
２で受信された第１の形態の伝送信号ＳＴａを処理して、第１の音声データ（音声ストリ
ームＳＴＭ-a）を得る。そして、音声出力装置７００は、ステップＳＴ３７において、伝
送路Ｂ復調部３０６により、ステップＳＴ３２で受信された第２の形態の伝送信号ＳＴｂ
を処理して、第２の音声データ（音声ストリームＳＴＭ-b′）を得る。
【０１５７】
　次に、音声出力装置７００は、ステップＳＴ３８において、ステップＳＴ３６で得られ
た第１の音声データとステップＳＴ３７で得られた第２の音声データとを合成する。この
場合、音声出力装置７００は、受信デジタル音声データＳＴＭ′（フロント、センター、
リア、ＬＦＥの各チャネルの音声データ）を得る。その後、音声出力装置７００は、ステ
ップＳＴ３５において、処理を終了する。
【０１５８】
　以上説明したように、図６に示す音声伝送システム５００において、音声再生装置６０
０の音声データ送信動作は、送信デジタル音声データＳＴＭが、フロント、センターのチ
ャネルだけを含むか、さらにリア、ＬＦＥのチャネルを含むかによって異なる。すなわち
、送信デジタル音声データＳＴＭがフロント、センターのチャネルだけを含む場合には、
このフロント、センターの各チャネルの音声データが第１の音声データとして分離される
。そして、この第１の音声データが第１の形態の伝送信号ＳＴａとされて、伝送路４００
Ａを介して、音声出力装置７００に送信される。
【０１５９】
　これに対して、送信デジタル音声データＳＴＭがさらにリア、ＬＦＥのチャネルを含む
場合には、フロント、センターの各チャネルの音声データは第１の音声データとして分離
され、リア、ＬＦＥの各チャネルの音声データは第２の音声データとして分離される。そ
して、第１の音声データは、第１の形態の伝送信号ＳＴａとされて、伝送路４００Ａを介
して、音声出力装置７００に送信される。また、第２の音声データは、第２の形態の伝送
信号ＳＴｂとされて、伝送路４００Ｂを介して、音声出力装置７００に送信される。
【０１６０】
　このように、送信デジタル音声データＳＴＭがフロント、センターのチャネルの他に、
リア、ＬＦＥのチャネルを含みデータ量が多い場合、リア、ＬＦＥの各チャネルの音声デ
ータは、伝送路４００Ｂを介して音声出力装置７００に送信される。そのため、伝送路４
００Ａを介して送られる他のデータ、例えば画像データの伝送に影響を及ぼすことなく、
５．１チャネルサラウンド方式の送信デジタル音声データＳＴＭを良好に送信できる。
【０１６１】
　＜３．変形例＞
　なお、上述第１の実施の形態においては、ＬＰＣＭ音声データをビット幅によって、分
離する例を示したが、その分割ビット幅や分離方法などは、当該実施の形態に限定される
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ものでないことは勿論である。また、上述していないが、サンプリング周波数の増加によ
るデータ増加に対しても、伝送路４００Ｂ（第２の伝送路）を使って、伝送路４００Ａ（
第１の伝送路）のデータ量を適宜間引くことで、同様の効果を実現することも可能である
。
【０１６２】
　また、上述第２の実施の形態においては、マルチチャンネル音声データに関し、５．１
ｃｈをフロント３チャンネルとそれ以外に分離する例を示したが、チャンネル数やその分
離方法などは、当該実施の形態に限定されるものでないことは勿論である。
【０１６３】
　また、上述していないが、伝送路４００Ａにて圧縮データを送り、伝送路４００Ｂで差
分データを送ることにより、音声出力部にてロスレスの復号を実現することも可能である
し、コア部分を伝送路４００Ａで、付加部分を伝送路４００Ｂで伝送することにより、よ
り高品質な圧縮音声フォーマットの伝送を伝送路４００Ａでのデータ伝送量を増加せずに
実現することも可能である。
【０１６４】
　また、上述実施の形態においては、音声再生装置２００，６００から音声出力装置３０
０，７００に送信される送信デジタル音声データが、ＬＰＣＭ音声データストリームＳＴ
Ｌである例と、マルチチャネル音声ストリームＳＴＭである例を示した。しかし、この発
明において、送信デジタル音声データは、これらに限定されるものでないことは勿論であ
る。
【０１６５】
　また、上述実施の形態においては、音声データ送信装置として音声再生装置２００，６
００の例を示し、音声データ受信装置として音声出力装置３００，７００の例を示した。
しかし、音声データ送信装置は音声再生装置に限定されるものではなく、例えば、セット
トップボックス、テレビ受信機等の放送受信機、インターネット等のネットワークに接続
されたパーソナルコンピュータ等であってもよい。また、音声データ受信装置は音声出力
装置に限定されるものではなく、例えば、ディスクレコーダ等の音声記録機等であっても
よい。
【産業上の利用可能性】
【０１６６】
　この発明は、音声データのデータ量が増大した場合であっても、他のデータ、例えば画
像データの伝送に影響を及ぼすことなく、当該音声データを良好に送信できるものであり
、無線あるいは有線による音声伝送システム等に適用できる。
【符号の説明】
【０１６７】
　１００・・・音声伝送システム、２００・・・音声再生装置、２０１・・・制御部、２
０２・・・ユーザ操作部、２０３・・・表示部、２０４，２０４Ａ・・・音声再生部、２
０５・・・ＬＰＣＭサンプル分離部、２０５Ａ・・・チャネル分離部、２０６・・・伝送
路Ａ変調部、２０７・・・伝送路Ｂ変調部、２０８・・・通信インタフェース、３００・
・・音声出力装置、３０１・・・制御部、３０２・・・ユーザ操作部、３０３・・・表示
部、３０４・・・通信インタフェース、３０５・・・伝送路Ａ復調部、３０６・・・伝送
路Ｂ復調部、３０７・・・ＬＰＣＭサンプル合成部、３０７Ａ・・・チャネル合成部、３
０８・・・音声処理部、３０９・・・音声出力端子、３５０Ｌ，３５０Ｒ・・・スピーカ
、４００Ａ・・・伝送路（第１の伝送路）、４００Ｂ・・・伝送路（第２の伝送路）、５
００・・・音声伝送システム、６００・・・音声再生装置、７００・・・音声出力装置、
７５０ＬＦ，７５０ＲＦ，７５０Ｃ，７５０ＬＳ，７５０ＲＳ，７５０ＳＷ・・・スピー
カ
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