
JP 4535006 B2 2010.9.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄板状のディスプレイ装置と、
　被載置箇所に載置される載置部と、
　前記載置部から上方に突出し前記載置部から離れた上方の箇所で前記ディスプレイ装置
をその姿勢を変更可能に支持する支持機構と、
　前記ディスプレイ装置に配置された第１のスピーカーと、
　前記載置部に配置された第２のスピーカーと、
　前記第１のスピーカーに第１の音声信号、前記第２のスピーカーに第２の音声信号をそ
れぞれ供給する信号供給部と、
　前記第１の音声信号の供給タイミングを前記第２の音声信号の供給タイミングよりも遅
延させることにより、前記第１および第２のスピーカーから出力される各音響が前記ディ
スプレイ装置の前方のユーザーへ伝達される際の時間差を調整する信号処理部と
　を備えたテレビジョン装置。
【請求項２】
　前記第１のスピーカーと前記第２のスピーカーとの間の距離を検出する距離検出部を更
に備え、
　前記信号処理部は、前記距離検出部により検出された距離の音響伝達時間分、前記第１
の音声信号の供給タイミングを前記第２の音声信号の供給タイミングよりも遅延させる
　請求項１に記載のテレビジョン装置。
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【請求項３】
　前記距離検出部は、
　前記ディスプレイ装置の前記第１のスピーカーの近傍に設けられた赤外線送信部と、前
記載置部の前記第２のスピーカーの近傍に設けられた赤外線受信部とを含み、
　前記赤外線送信部から送信された赤外線信号を前記赤外線受信部によって受信すること
によって前記距離を検出する
　請求項２に記載のテレビジョン装置。
【請求項４】
　前記距離検出部は、
　前記支持機構に設けられた所定数の角度センサを含み、
　前記角度センサが検出した角度に基づいて前記距離を検出する
　請求項２に記載のテレビジョン装置。
【請求項５】
　前記信号処理部は、前記第１のスピーカーから出力された音響と、前記第２のスピーカ
ーから出力された音響とが互いに同一のタイミングで前記ディスプレイ装置の前方のユー
ザーに伝達されるように、前記第１の音声信号の供給タイミングを前記第２の音声信号の
供給タイミングよりも遅延させる
　請求項２に記載のテレビジョン装置。
【請求項６】
　前記信号処理部によって調整される前記時間差を手動操作により設定するためのタイミ
ング操作部を更に備えた
　請求項１記載のテレビジョン装置。
【請求項７】
　前記第１のスピーカーが出力する音響の周波数域は前記第２のスピーカーが出力する音
響の周波数域よりも高い帯域である
　請求項１記載のテレビジョン装置。
【請求項８】
　前記第１のスピーカーが出力する音響の周波数域は前記第２のスピーカーが出力する音
響の周波数域よりも高い帯域を含み、
　前記信号処理部によって調整される前記時間差を手動操作により設定するタイミング操
作部を設けた
　請求項１記載のテレビジョン装置。
【請求項９】
　前記信号処理部によって調整される前記時間差を手動操作により設定するタイミング操
作部と、
　前記第１のスピーカーと前記第２のスピーカーとの間の距離を検出する距離検出部とを
更に備え、
　前記タイミング操作部によって前記時間差が設定されることによって、前記第１のスピ
ーカーから出力された音響と、前記第２のスピーカーから出力された音響とが前記ディス
プレイ装置の前方のユーザーに所定の時間差をもって伝達される状態において、
　前記距離検出部によって前記第１のスピーカーと前記第２のスピーカーとの間の距離の
変化が検出された場合、前記信号処理部は、前記第１のスピーカーから出力された音響と
、前記第２のスピーカーから出力された音響とが前記ユーザーに前記所定の時間差をもっ
て伝達される状態が維持されるように前記時間差を調整する
　請求項１記載のテレビジョン装置。
【請求項１０】
　前記信号処理部は、
　前記第１の音声信号の供給タイミングを前記第２の音声信号の供給タイミングよりも遅
延させるための遅延制御信号を生成する制御部と、
　前記遅延制御信号に基づき、前記第１の音声信号の供給タイミングを前記第２の音声信
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号よりも遅延させることにより、前記時間差を調整する遅延調整部とを有する
　請求項１に記載のテレビジョン装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はテレビジョン装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、あるいは、有機エレクトロルミネッ
センス（有機ＥＬ）ディスプレイなどの薄板状を呈するディスプレイパネルと、音響を出
力するスピーカーと、ディスプレイおよびスピーカーを収容する筐体とを備えるテレビジ
ョン装置が提供されている（特許文献１参照）。
　このようなテレビジョン装置では、筐体の内部でディスプレイパネルの左右両側や下側
にスピーカーが組み込まれる関係上、テレビジョン装置のデザインが制約を受け、デザイ
ン性や美観を高める上で限界があった。
【特許文献１】特開２００５－１６５３５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　そこで、本出願人は、ディスプレイ装置があたかも宙に浮いているかのような浮遊感を
ユーザーに与えることが可能な斬新なデザインのテレビジョン装置を提案している（特願
２００５－３３３２７９号）。
　このテレビジョン装置は、薄板状のディスプレイ装置と、ディスプレイ装置に設けられ
た第１のスピーカーと、被載置箇所に載置される載置部と、載置部から上方に突出し載置
部から離れた上方の箇所で前記ディスプレイ装置をその姿勢を変更可能に支持する支持機
構と、載置部に設けられた第２のスピーカーとを備えている。
　このようにディスプレイ装置に浮遊感を持たせディスプレイ装置をその姿勢を変更可能
に支持するようにしたテレビジョン装置では、ディスプレイ装置を載置部よりもディスプ
レイ装置の前方に大きく引き出した状態とした場合、ユーザーの耳元から第１のスピーカ
ーまでの距離に対し、ユーザーの耳元から第２のスピーカーまでの距離が遠くなる。
　したがって、第１のスピーカーから発せられた音響がユーザーの耳元に先に到達し、第
２のスピーカーから発せられた音響が第１のスピーカーからの音響よりも遅れてユーザー
の耳元に到達することになり、違和感や不自然さを感じさせることが懸念される。
　本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、その目的は、良好な音質の音響を提
供する上で有利なテレビジョン装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明のテレビジョン装置は、薄板状のディスプレイ装置と、被載置箇所に載置される
載置部と、載置部から上方に突出し載置部から離れた上方の箇所でディスプレイ装置をそ
の姿勢を変更可能に支持する支持機構と、ディスプレイ装置に配置された第１のスピーカ
ーと、載置部に配置された第２のスピーカーと、第１のスピーカーに第１の音声信号、第
２のスピーカーに第２の音声信号をそれぞれ供給する信号供給部と、第１の音声信号の供
給タイミングを第２の音声信号の供給タイミングよりも遅延させることにより、第１およ
び第２のスピーカーから出力される各音響がディスプレイ装置の前方のユーザーへ伝達さ
れる際の時間差を調整する信号処理部とを備えたものである。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、第１のスピーカーから出力された音響と、第２のスピーカーから出力
された音響との双方をユーザーの耳元に同一のタイミングで伝達させることができるので
、音響の違和感や不自然さをユーザーに感じさせることを防止でき良好な音質の音響を提
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供する上で有利である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
（第１の実施の形態）
　以下、本発明によるテレビジョン装置１０の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明す
る。
　図１は第１の実施の形態のテレビジョン装置１０の全体構成を示す斜視図である。
　図１に示すように、テレビジョン装置１０は、ディスプレイ装置１２と、ディスプレイ
装置１２を支持するスタンド２０と、第１のスピーカー５０と、第２のスピーカー５２と
、距離検出部５４とを備えている。
【０００７】
　まず、ディスプレイ装置１２から説明する。
　図１に示すように、ディスプレイ装置１２は、薄板状のディスプレイパネル１２０２と
、フレーム１２０４と、ディスプレイ駆動回路１２１０（図８参照）を備えている。
　ディスプレイパネル１２０２の厚さ方向の一方の面は表示面として形成され、他方の面
が背面となっており、本実施の形態では、ディスプレイパネル１２０２の厚さ方向の一方
を前方といい、他方を後方という。
　フレーム１２０４は薄板で形成され、ディスプレイパネル１２０２の背面を覆い、ディ
スプレイパネル１２０２を支持している。
　本実施の形態では、ディスプレイパネル１２０２は有機ＥＬディスプレイを用いて構成
されている。なお、ディスプレイパネル１２０２はプラズマディスプレイや液晶ディスプ
レイなどを用いて構成されたものであってもよい。
【０００８】
　次に、スタンド２０について説明する。
　図１に示すように、スタンド２０は、基台２２と、支柱２４と、アーム２６と、錘２８
とを備え、本実施の形態では、被載置箇所に載置される載置部が基台２２により構成され
ている。
　支柱２４は基台２２から上方に突設され、アーム２６はその延在方向の中間部が支柱２
４の先端で支持され、ディスプレイ装置１２はアーム２６の先端で支持され、錘２８はア
ーム２６の後端に連結されている。
【０００９】
　基台２２は、フレームとこのフレームを覆うカバー２２０２とで構成されている。
　フレームの上部には、鉛直軸を中心に旋回調節可能にかつ上下方向に揺動調節可能に支
持された半球面状の支持体３０が設けられ、支持体３０はカバー２２０２の上面から上方
に露出し、支柱２４はこの支持体３０から突設され、本実施の形態では、支柱２４は互い
に平行して延在する２本のロッド２４０２で構成されている。
　なお、フレームと支持体３０との間には、従来公知の旋回機構、上下揺動機構が設けら
れるとともに、支持体３０の旋回状態および上下揺動状態を維持するための摩擦機構が設
けられ、したがって、使用者がディスプレイ装置１２をあるいは支柱２４を所望の姿勢に
旋回あるいは上下揺動させたのち手を離すと、フレームに対する支柱２４の角度が保持さ
れるように構成されている。
【００１０】
　図２は支柱２４とアーム２６の結合部分の側面図、図３は図２のＥ矢視図、図４は図３
のＦＦ線断面図、図５は図３のＧＧ線断面図である。
　図４、図５に示すように、支柱２４とアーム２６との結合箇所に、支柱２４に対してア
ーム２６を上下揺動可能に支持する上下揺動機構３３と、ねじりコイルばね３２と、支柱
２４に対してアーム２６が上下揺動された状態を摩擦力により維持する摩擦機構３４が設
けられている。
　ねじりコイルばね３２は、ディスプレイ装置１２の重量に基づいて支柱２４に作用する
回転モーメントと、錘２８の重量に基づいて支柱２４に作用する回転モーメントとを釣り
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合わせるものであり、支柱２４とアーム２６との結合箇所において、錘２８の重量により
生じる回転モーメントと協働してねじりコイルばね３２の弾性力により生じる回転モーメ
ントを、ディスプレイ装置１２の重量とアーム２６の重量により生じる回転モーメントに
対抗させている。
【００１１】
　図２乃至図５に示すように、２本のロッド２４０２の先端に互いに対向するようにブラ
ケット２４０４、２４０６が設けられ、それらブラケット２４０４、２４０６間に雄ねじ
部材２４０８が挿通され、アーム２６の中間部から突設され摩擦係数の大きい材料からな
る筒状部材２６０２がブラケット２４０４、２４０６に挟まれ雄ねじ部材２４０８の軸部
に回転可能に支持され、上下揺動機構３３を構成している。
　筒状部材２６０２は、雄ねじ部材２４０８の軸部が挿通される内筒部２６０４と、この
内筒部２６０４の半径方向外側に位置する外筒部２６０６とを備え、外筒部２６０６の外
径はブラケット２４０４、２４０６とほぼ同一の寸法で形成されている。
　そして、内筒部２６０４と外筒部２６０６との間の環状の空間に、ねじりコイルばね３
２が配設され、ねじりコイルばね３２の一端３２０２がブラケット２４０４の壁面２４１
０に係止され、ねじりコイルばね３２の他端３２０４は、図４に点線矢印で示すようにね
じりコイルばね３２のコイル部の付勢力に抗して変位され筒状部材２６０２の壁面２６１
０に係止され、ねじりコイルばね３２の弾性力は雄ねじ部材２４０８の周方向において、
支柱２４とアーム２６とにわたって作用している。
　また、雄ねじ部材２４０８の弛緩緊締によりブラケット２４０４、２４０６間で筒状部
材２６０２を締め付ける力が調整され、すなわちブラケット２４０４、２４０６と筒状部
材２６０２の間に生じる摩擦力が調整され、支柱２４に対してアーム２６が上下に揺動さ
れた状態が維持される摩擦機構３４が構成されている。
　なお、摩擦機構３４は上述の構成に限定されず、従来公知の様々な構造が採用可能であ
り、本実施の形態では、摩擦機構３４を構成する雄ねじ部材２４０８、ブラケット２４０
４、２４０６、筒状部材２６０２は上下揺動機構３３の構成部材を兼用している。
　したがって、使用者がアーム２６をあるいはディスプレイ装置１２を把持して、ディス
プレイ装置１２が所望の位置となるように支柱２４に対して揺動させ手を離すと、ねじり
コイルばね３２、錘２８、摩擦機構３４により、支柱２４に対するアーム２６の角度が保
持されるように構成されている。
【００１２】
　図６はディスプレイ装置１２の上面図、図７は揺動機構３６の構成を示す断面図である
。
　図６に示すように、アーム２６の先端とディスプレイ装置１２との結合箇所には上下揺
動機構３６および摩擦機構３８が設けられ、上下揺動機構３６によりディスプレイ装置１
２がアーム２６の先端に対して上下に揺動可能に連結され、摩擦機構３８により、揺動さ
れたディスプレイ装置１２の姿勢が保持されるように構成されている。
　図７に示すように、上下揺動機構３６は、ディスプレイ装置１２の背面に取着される一
対の第１の部材３６Ａと、一対の第１の部材３６Ａの間に掛け渡された雄ねじ部材３６０
６と、この雄ねじ部材３６０６に上下に揺動可能に連結された第２の部材３６Ｂとを備え
、第２の部材３６Ｂは、スタンド２０（アーム２６）の先端に取着されている。
　そして、雄ねじ部材３６０６の弛緩緊締により一対の第１の部材３６Ａによる第２の部
材３６Ｂの締め付け力が調整され、すなわち一対の第１の部材３６Ａと第２の部材３６Ｂ
との間に生じる摩擦力が調整され、アーム２６に対してディスプレイ装置１２が上下に揺
動された状態が保持されるように構成されている。
　なお、上下揺動機構３６は上述の構成に限定されず、従来公知の様々な構造が採用可能
であり、本実施の形態では、摩擦機構３８を構成する一対の第１の部材３６Ａや第２の部
材３６Ｂ、雄ねじ部材３６０６が上下揺動機構３６の構成部材を兼用している。
　したがって、使用者がアーム２６、ディスプレイ装置１２を把持して、ディスプレイ装
置１２が所望の位置となるようにアーム２６に対して揺動させ手を離すと、摩擦機構３８
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により、アーム２６に対するディスプレイ装置１２の角度が保持されるように構成されて
いる。
　また、本実施の形態では、載置部から上方に突出し載置部から離れた上方の箇所でディ
スプレイ装置をその姿勢を変更可能に支持する支持機構が、支持体３０、支柱２４、アー
ム２６、ねじりコイルばね３２、錘２８、摩擦機構３４、３８などにより構成されている
。
【００１３】
　図１に示すように、カバー２２０２の内側には信号ボックス４０が収容されている。
　信号ボックス４０は、放送局から受信した電波、あるいは、外部装置から供給される映
像信号および音声信号に基づいて、テレビジョン装置１０のディスプレイパネル１２０２
に画像を表示させるとともに、第１のスピーカー５０、第２のスピーカー５２から音響を
出力させるものである。
　図８は信号ボックス４０の構成を示すブロック図である。
　信号ボックス４０は、受信回路４００２、切り換え回路４００４、画像信号処理回路４
００６、音声信号処理回路４００８、リモコン受信回路４０１０、制御回路４０１２など
を含んで構成され、信号ボックス４０は、信号ボックス４０とは別に設けられた操作部４
２および外部入力端子４４と接続されている。
　操作部４２は、ユーザーが操作することでテレビジョン装置１０による放送の視聴にま
つわる種々の操作や設定を行うためのものであり、例えば、選局用ボタン、音量調整用ボ
タン、音質調整用ボタン、入力切り換え用ボタンなどを含み、操作部４２は、例えば、カ
バー２２０２の外面箇所に設けられている。
　本実施の形態では、操作部４２は、第１、第２のスピーカー５０、５２から出力される
音響のタイミングの時間差を手動で設定するためのタイミング操作部４２０２（図９参照
）を含んでいる。タイミング操作部４２０２は、操作用のボタンあるいは操作用のつまみ
を含み、カバー２２０２の外面箇所に設けられている。
　外部入力端子４４は、ＤＶＤプレーヤーやビデオデッキなどの外部装置から供給される
画像信号および音声信号を入力する端子であり、例えば、カバー２２０２の外面箇所に設
けられている。
　受信回路４００２は、制御回路４０１２からの指令に基づいて選局を行い、アンテナ４
００１から受信したテレビジョン信号を復調して画像信号と音声信号に分離して出力する
。
　切り換え回路４００４は、受信回路４００２から供給される画像信号および音声信号と
、前記外部装置から外部入力端子４４を介して供給される画像信号および音声信号とを切
り換えて画像信号処理回路４００６および音声信号処理回路４００８に供給する。
　画像信号処理回路４００６は、前記画像信号に対して必要な信号処理を行い、ディスプ
レイ装置１２を駆動するための駆動信号を生成し、ディスプレイ装置１２に供給する。
　音声信号処理回路４００８は、前記音声信号に対して必要な信号処理および増幅処理を
行なって第１のスピーカー５０および第２のスピーカー５２に供給する。これにより第１
のスピーカー５０および第２のスピーカー５２から音響が出力される。
　リモコン受信回路４０１０は、テレビジョン装置１０とは別に設けられたリモコン送信
機４６から送信される選局、音量調整、入力切り換えなど各種動作を指令する制御コマン
ドを無線信号（赤外線信号）によって受信し、その受信した制御コマンドを制御回路４０
１２に供給する。
　制御回路４０１２は、操作部４２の操作に基づいて、あるいは、リモコン受信回路４０
１０から供給される前記制御コマンドに基づいて、受信回路４００２の選局制御、切り換
え回路４００４の画像信号および音声信号の切り換え制御、画像信号処理回路４００６、
音声信号処理回路４００８の制御などを行う。
　また、ディスプレイ装置１２に設けられたディスプレイ駆動回路１２１０は、画像信号
処理回路４００６から供給される前記駆動信号に基づいてディスプレイパネル１２０２を
駆動することで、表示面に画像を表示させる。
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【００１４】
　次に、第１、第２のスピーカー５０、５２について説明する。
　第１、第２のスピーカー５０、５２は、互いに切り離されて配置されている。
　本実施の形態では、図１に示すように、第１のスピーカー５０はディスプレイ装置１２
側に設けられ、第２のスピーカー５２は基台２２側に設けられている。
　より詳細には、第１のスピーカー５０は、ディスプレイ装置１２のフレーム１２０４の
下部の左右両側の箇所にそれぞれ組み込まれ、前方に臨むように配設されている。
　本実施の形態では、第１のスピーカー５０は、左チャンネル用のスピーカー５０Ａと、
右チャンネル用のスピーカー５０Ｂとで構成されており、第１のスピーカー５０は、高音
域の音響を発するように構成されている。
　また、第２のスピーカー５２は、前方に臨むカバー２２０２の前面２２０２Ａの左右両
側の箇所に設けられている。
　本実施の形態では、第２のスピーカー５２は、左チャンネル用のスピーカー５２Ａと、
右チャンネル用のスピーカー５２Ｂとで構成され、第２のスピーカー５２は、中音域およ
び低音域の音響を発するように構成されている。
【００１５】
　次に、距離検出部５４について説明する。
　図１に示すように、距離検出部５４は、第１のスピーカー５０と第２のスピーカー５２
との間の距離を測距するものである。
　本実施の形態では、距離検出部５４は、第１のスピーカー５０近傍のフレーム１２０４
箇所に設けられた赤外線送信部５４０２と、第２のスピーカー５２近傍のカバー２２０２
の箇所に設けられた赤外線受信部５４０４とを有し、赤外線送信部５４０２から送信され
た赤外線信号を赤外線受信部５４０４で受信することによって赤外線送信部５４０２と赤
外線受信部５４０４との間の距離を第１のスピーカー５０と第２のスピーカー５２との間
の距離として検出して検出信号を生成する。
　なお、距離検出部５４は本実施の形態のような赤外線を用いたものの他に、超音波を用
いたものなど、従来公知の様々な距離検出装置を採用可能である。
【００１６】
　図９は音声信号処理回路４００８の詳細な構成を示すブロック図である。
　図９に示すように、音声信号処理回路４００８は、マイクロコンピュータ５６、Ａ／Ｄ
コンバータ５８、信号処理ブロック６０、２つのＤ／Ａコンバータ６２Ｈ、６２Ｌ、２つ
のアンプ６４Ｈ、６４Ｌを含んでいる。
　マイクロコンピュータ５６は、距離検出部５４から供給される前記検出信号と、タイミ
ング操作部４２０２から供給される制御信号との双方に基づいて遅延量制御信号を生成す
るものである。
　Ａ／Ｄコンバータ５８は、切り換え回路４００４から供給される左右のチャンネルの音
声信号をアナログ信号からデジタル信号に変換するものである。
【００１７】
　信号処理ブロック６０は、遅延調整部６００２と音質補正部６００４を有している。
　音質補正部６００４は、Ａ／Ｄコンバータ５８から供給された音声信号を、中音域およ
び低音域の帯域の音声信号と、高音域の音声信号とに分離するとともに、それら分離され
た音声信号の出力レベルをそれぞれ増減することで音質調整（周波数特性の調整）を行う
ものである。このような音質調整は、例えば、操作部４２の音質調整用ボタンの操作に応
じてなされる。
　本実施の形態では、音質補正部６００４は、高音域の音声信号を遅延調整部６００２に
供給し、中音域および低音域の帯域の音声信号を一方のＤ／Ａコンバータ６２Ｌに供給す
る。
　遅延調整部６００２は、マイクロコンピュータ５６から供給される前記遅延量制御信号
に基づいて決定される遅延時間分だけ、音質補正部６００４から供給された高音域の音声
信号のタイミングを遅延させた後、他方のＤ／Ａコンバータ６２Ｈに供給する。
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　遅延調整部６００２は、例えば、ＲＡＭ６００２Ａと、ＲＡＭ６００２Ａに対するデー
タの読み書きを制御するコントローラ６００２Ｂとを備えるものであり、コントローラ６
００２Ｂが高音域の音声信号をデータとしてＲＡＭ６００２Ｂに書き込んだ後、ＲＡＭ６
００２Ａからデータを読み出すことによって、高音域の音声信号のタイミングを前記遅延
時間分だけ遅延させている。
【００１８】
　Ｄ／Ａコンバータ６２Ｈは、遅延調整部６００２から供給される遅延された高音域の音
声信号（特許請求の範囲の第１の音声信号に相当）をデジタル信号からアナログ信号に変
換して一方のアンプ６４Ｈに供給する。
　Ｄ／Ａコンバータ６２Ｌは、音質補正部６００４から供給された中音域および低音域の
帯域の音声信号（特許請求の範囲の第２の音声信号に相当）をデジタル信号からアナログ
信号に変換して他方のアンプ６４Ｌに供給する。
　一方のアンプ６４Ｈは、Ｄ／Ａコンバータ６２Ｈから供給された高音域の音声信号を増
幅して第１のスピーカー５０（５０Ａ、５０Ｂ）に供給する。
　他方のアンプ６４Ｌは、Ｄ／Ａコンバータ６２Ｌから供給された中音域および低音域の
音声信号を増幅して第２のスピーカー５２（５２Ａ、５２Ｂ）に供給する。
　これにより、第１のスピーカー５０から出力される音響のタイミングは、第２のスピー
カー５２から出力される音響のタイミングに対して、前記遅延時間だけ遅延することにな
る。
　なお、本実施の形態では、音声信号処理回路４００８によって第１のスピーカー５０と
第２のスピーカー５２に音声信号を供給する信号供給部が構成されている。
　また、音声信号処理回路４００８によって、前記信号供給部から出力される高音域の音
声信号（第１の音声信号）のタイミングと前記信号供給部から出力される中音域および低
音域の帯域の音声信号（第２の音声信号）のタイミングとの時間差を調整する信号処理部
が構成されている。
【００１９】
　次に作用効果について説明する。
　図１０はテレビジョン装置１０の第１、第２のスピーカー５０、５２から出力された音
響とユーザーＰとの関係を示す説明図である。
　図１０に示すように、ディスプレイ装置１２を基台２２よりもディスプレイ装置１２の
前方に大きく引き出した状態とする。
　この場合、ディスプレイパネル１２０２の前方に位置するユーザーＰの耳元から第１の
スピーカー５０までの距離Ｌ１に対し、ユーザーＰの耳元から第２のスピーカー５２まで
の距離Ｌ２は、（Ｌ２－Ｌ１）分だけ距離が遠くなる。
　したがって、第１のスピーカー５０から発せられた高音域の音響がユーザーＰの耳元に
先に到達し、第２のスピーカー５２から発せられた中音域、低音域の音響が高音域の音響
よりも遅れてユーザーＰの耳元に到達することになる。
　この場合、高音域の音響がユーザーＰの耳元に到達する到達時間と、中音域、低音域の
音響がユーザーＰの耳元に到達する到達時間との時間差Δｔは、音速をＶｓとすれば、Δ
ｔ＝（Ｌ２－Ｌ１）／Ｖｓとなる。
　このような時間差Δｔの大きさによっては、ユーザーＰが音響に違和感や不自然さを感
じることが懸念される。
　そこで、本実施の形態では、距離検出部５４によって、第１、第２のスピーカー５０、
５２の間の距離ΔＬを（Ｌ２－Ｌ１）として検出し、その距離ΔＬを伝達する際に必要な
音響の伝達時間分だけ高音域の音響のタイミングを遅らせて第１のスピーカー５０から出
力させるようにしている。
　すなわち、マイクロコンピュータ５６によって時間差Δｔがゼロとなるような遅延量制
御信号を生成して遅延調整部６００２に供給している。言い換えると、第１のスピーカー
５０から出力された音響と、第２のスピーカー５２から出力された音響との双方がテレビ
ジョン装置１０の前方の位置（ユーザーＰの耳元）に同一のタイミングで伝達されるよう
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に調整している。
　これにより、時間差Δｔによって生じる違和感や不自然さをユーザーＰに感じさせるこ
とを防止でき、良好な音質の音響を提供する上で有利である。
　なお、第１、第２のスピーカー５０、５２の間の距離ΔＬと（Ｌ２－Ｌ１）とは厳密に
は一致しないが、実際の使用時におけるユーザーＰとテレビジョン装置１０との位置関係
や距離を考慮すると、第１、第２のスピーカー５０、５２の間の距離ΔＬと（Ｌ２－Ｌ１
）との誤差が上述した音響のタイミングの調整に与える影響は無視できる。
【００２０】
　また、人間の聴覚特性上、高音域の音響が中音域、低音域の音響よりも早いタイミング
で聴こえると音響を明瞭に感じ、逆に、高音域の音響が中音域、低音域の音響よりも遅い
タイミングで聴こえると音響をマイルドに（柔らかく）感じることが知られている。
　このため、高音域の音響がうるさいと感じた場合には、高音域の音響が中音域、低音域
の音響よりも遅いタイミングで聴こえるように音響を調整し、逆に、音響の明瞭感が不足
していると感じた場合には、高音域の音響が中音域、低音域の音響よりも早いタイミング
で聴こえるように音響を調整することが好ましい。
　そこで、本実施の形態では、タイミング操作部４２０２の操作に応じた制御信号をマイ
クロコンピュータ５６に供給しマイクロコンピュータ５６によって遅延量制御信号を遅延
調整部６００２に供給することで、第２のスピーカー５２から出力される中音域、低音域
の音響に対する第１のスピーカー５０から出力される高音域の音響のタイミングを早め、
あるいは、遅らせて設定することで音響の明瞭度や柔らかさを自由に調整できるように構
成しており、ユーザーＰの好みに応じた音響を提供する上で有利である。
　また、周波数帯域を複数の帯域、例えば、高音域と低音域に分割し、それぞれの帯域毎
に音響の出力レベルを調整する場合に比較して、本実施の形態では、帯域毎の音響の出力
レベルのバランスを何ら変化させないので、帯域毎の出力レベルのバランスを一定に保持
しつつ、音響の明瞭度や柔らかさを自由に調整できるため、良好な音質の音響を提供する
上で有利である。
【００２１】
　また、本実施の形態では、マイクロコンピュータ５６が遅延調整部６００２に供給する
遅延量制御信号は、距離検出部５４から供給される前記検出信号によって距離ΔＬに応じ
て生成した遅延量制御信号と、タイミング操作部５５から供給される制御信号に基づいて
生成した遅延量制御信号とを加算したものとしている。
　そのため、いったん、タイミング操作部４２０２を操作することにより音響の明瞭度や
柔らかさを好みの状態に調整した後で、ディスプレイ装置１２の位置をディスプレイ装置
１２の前方あるいは後方に移動したとしても、距離検出部５４によって距離ΔＬの変化が
検出され、その変化分に応じてマイクロコンピュータ５６によって遅延量制御信号が調整
されるため、音響の明瞭度や柔らかさの状態はディスプレイ装置１２の移動前と同じ状態
に維持される。したがって、ディスプレイ装置１２の前後方向の位置を変化させても、タ
イミング操作部４２０２を再度調整せずに済み、操作が簡素化され使い勝手を高める上で
有利である。
　言い換えると、タイミング操作部４２０２によって時間差が設定されることによって、
第１のスピーカー５０から出力された音響と、第２のスピーカー５２から出力された音響
とがディスプレイ装置１２の前方のユーザーに所定の時間差をもって伝達される状態にお
いて、距離検出部５４によって第１のスピーカー５０と第２のスピーカー５２との間の距
離ΔＬ＝（Ｌ２－Ｌ１）の変化が検出された場合、音声信号処理回路４００８（信号処理
部）は、第１のスピーカー５０から出力された音響と、第２のスピーカー５２から出力さ
れた音響とがユーザーに前記所定の時間差をもって伝達される状態が維持されるように時
間差を調整するように構成されている。
【００２２】
（第２の実施の形態）
　次に第２の実施の形態について説明する。
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　第２の実施の形態は、距離検出部として従来公知の角度センサを用いた点が第１の実施
の形態と異なり、他の点は第１の実施の形態と同様である。
　図１１は角度センサ５４１０、５４１２で検出する角度θ１、θ２の説明図、図１２は
、角度θ１、θ２に基づいて第１、第２のスピーカー５０、５２の間の距離ΔＬの算出を
行なう際の説明図である。
　なお、以下の実施の形態において、第１の実施の形態と同一または同様の箇所、部材に
は同一の符号を付して説明する。
　図１１に示すように、第２の実施の形態では、テレビジョン装置１０に第１の角度セン
サ５４１０と第２の角度センサ５４１２が設けられている。
　第１の角度センサ５４１０は支柱２４とアーム２６との連結箇所に配設され、アーム２
６が水平軸となす角度θ１を検出するように構成されている。
　このとき、角度θ１は水平軸より上側にある場合にはプラスの値を持ち、水平軸より下
側にある場合はマイナスの値を持つように設定されている。
　第２の角度センサ５４１２はフレームと支持体３０との連結箇所に配設され、支柱２４
が鉛直軸となす角度θ２を検出するように構成されている。
　このとき、角度θ２は鉛直軸より左側にある場合にはプラスの値を持ち、鉛直軸より右
側にある場合はマイナスの値を持つように設定されている。
　各角度センサ５４１０、５４１２で検出された角度θ１、θ２は検出信号としてマイク
ロコンピュータ５６（図９参照）に供給される。
【００２３】
　図１２に示すように、水平軸をｘ軸、鉛直軸をｙ軸とし、フレームと支持体３０との連
結箇所の座標を原点Ｐ０（０，０）とし、アーム２６とディスプレイ装置１２の連結箇所
（上下揺動機構３６）の座標を第１の座標Ｐ１（ｘ１，ｙ１）とし、アーム２６と支柱２
４の連結箇所（摩擦機構３４）の座標を第２の座標Ｐ２（ｘ２，ｙ２）する。
　そして、第１の座標Ｐ１（ｘ１，ｙ１）から第２の座標Ｐ２（ｘ２，ｙ２）までの距離
をＬＡ１とし、第２の座標Ｐ２（ｘ２，ｙ２）から原点Ｐ０（０，０）までの距離をＬＡ
２とする。
　すると、第１の座標Ｐ１（ｘ１，ｙ１）は式（１）で示される。
【００２４】
【数１】

【００２５】
　本実施の形態では、第１の座標Ｐ１（ｘ１，ｙ１）は第１のスピーカー５０の近傍に位
置しており、原点Ｐ０（０，０）は第２のスピーカー５２の近傍に位置している。
　したがって、原点から第１の座標Ｐ１（ｘ１，ｙ１）までの距離、すなわち、第１、第
２のスピーカー５０、５２の間の距離ΔＬ＝Ｌｐａｎｅｌは式（１）で求められた第１の
座標Ｐ１（ｘ１，ｙ１）を用いて式（２）で示される。
【００２６】
【数２】

【００２７】
　マイクロコンピュータ５６は上述の式（１）、（２）に基づいて第１、第２のスピーカ
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ー５０、５２の間の距離ΔＬの算出を行なう。
　したがって、本実施の形態では、第１の角度センサ５４１０と第２の角度センサ５４１
２とマイクロコンピュータ５６によって、特許請求の範囲の距離検出部が構成されている
。
　前記距離測距部以外の構成については第１の実施の形態と同様である。
【００２８】
　第２の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様の作用効果が奏されることは無論
のこと、赤外線や超音波を用いた距離検出部では送信部や受信部が外方に露出されるのに
対して、第１の角度センサ５４１０、第２の角度センサ５４１２は外方に露出しないよう
に設けることができるため、テレビジョン装置１０の外観性を高める上で有利となる。
【００２９】
　なお、実施の形態では、テレビジョン装置１０は、距離検出部５４で検出された距離Δ
Ｌに応じて音響のタイミングを調整する場合について説明したが、距離検出部５４を設け
ず、ユーザーが音響のタイミングをタイミング操作部４２０２を用いて手動で設定するよ
うにしてもよい。ただし、実施の形態のように、距離検出部５４で検出された距離ΔＬに
応じて音響のタイミングを調整するようにすれば、ユーザーがディスプレイ装置１２の位
置変更に応じてタイミング操作部４２０２の操作を行わずに済み、使い勝手を高める上で
有利である。
　また、実施の形態では、第１のスピーカー５０が出力する音響の周波数域が第２のスピ
ーカー５２が出力する音響の周波数域よりも高い帯域を含む場合について説明したが、第
１、第２のスピーカー５０、５２の周波数帯域が同じ帯域であっても、本発明は無論適用
可能である。
　すなわち、第１、第２のスピーカー５０、５２の周波数帯域が同じ帯域であっても、各
スピーカーから出力される音響がユーザーＰの耳元に到達するタイミングを合致させるこ
とによって良好な音質の音響を提供することができる。
　また、第１、第２のスピーカー５０、５２の周波数帯域が同じ帯域であっても、各スピ
ーカーから出力される音響がユーザーＰの耳元に到達するタイミングの時間差を調整する
ことによって音質の調整を行うことができることは無論である。
　また、本実施の形態では、第１のスピーカー５０がディスプレイ装置１２に設けられ、
第２のスピーカー５２が基台２２に設けられている場合について説明したが、第１、第２
のスピーカー５０，５２は互いに切り離されて配置されていればよく、例えば、第１、第
２のスピーカー５０，５２の一方あるいは双方がディスプレイ装置１２や基台２２から分
離されて配置されていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】第１の実施の形態のテレビジョン装置１０の全体構成を示す斜視図である。
【図２】支柱２４とアーム２６の結合部分の側面図である。
【図３】図２のＥ矢視図である。
【図４】図３のＦＦ線断面図である。
【図５】図３のＧＧ線断面図である。
【図６】ディスプレイ装置１２の上面図である。
【図７】揺動機構３６の構成を示す断面図である。
【図８】信号ボックス４０の構成を示すブロック図である。
【図９】音声信号処理回路４００８の詳細な構成を示すブロック図である。
【図１０】テレビジョン装置１０の第１、第２のスピーカー５０、５２から出力された音
響とユーザーＰとの関係を示す説明図である。
【図１１】角度センサ５４１０、５４１２で検出する角度θ１、θ２の説明図である。
【図１２】角度θ１、θ２に基づいて第１、第２のスピーカー５０、５２の間の距離ΔＬ
の算出を行なう際の説明図である。
【符号の説明】
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【００３１】
　１０……テレビジョン装置、１２……ディスプレイ装置、５０……第１のスピーカー、
５２……第２のスピーカー。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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