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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】２以上の信号間を異なる電位で切替えるときに
、悪影響を及ぼすか不所望の急変動を生じさせないスイ
ッチ回路を提供する。
【解決手段】第１信号を受信するように構成される第１
入力１１０と、スイッチの状態を制御するために制御信
号を受信するように構成される制御入力１１５と、第１
信号および制御信号を用いて出力信号を供給するように
構成される出力１２０とを有するスイッチ１０５を含む
。第１入力１１０は、オーディオ信号、ビデオ信号又は
１以上の他の信号等の第１信号を受信するように構成可
能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置であって、
　スイッチであって、
　　第１信号を受信するように構成する第１入力と、
　　前記スイッチの状態を制御するための制御信号を受信するように構成される制御入力
と、
　　前記第１信号及び前記制御信号を用いて出力信号を供給するように構成される出力と
を含む前記スイッチと、
　要求されたスイッチ状態の指示を受信し、前記制御信号を前記スイッチに供給し、前記
要求されたスイッチ状態の指示が現在のスイッチ状態と異なり、かつ前記第１信号が第１
閾値に達するまでスイッチ状態の変更を遅延するように構成されるコントローラと
を備える装置。
【請求項２】
　前記スイッチは、前記第１信号と異なる第２信号を受信するように構成される第２入力
を含み、
　前記スイッチ状態は、前記第１入力を前記出力に接続するように構成される第１の位置
と、前記第２入力を前記出力に接続するように構成される第２の位置とを含み、
　前記コントローラは、前記第２信号が第２閾値に達するまで、前記第１の位置から前記
第２の位置への前記スイッチ状態の変更を遅延するように構成される、請求項１に記載の
装置。
【請求項３】
　前記第２閾値は、前記第１信号の値及び出力信号の値の少なくとも一方を含む、請求項
２に記載の装置。
【請求項４】
　方法であって、
　スイッチの第１入力で第１信号を受信することと、
　前記スイッチの状態を制御するように構成される制御信号を前記スイッチの制御入力で
受信することと、
　前記第１信号及び前記制御信号を用いて前記スイッチの出力で出力信号を供給すること
と、
　現在のスイッチ状態と異なる要求されたスイッチ状態の指示を受信し、かつ前記第１信
号が第１閾値に達するまで、スイッチ状態の変更を遅延することと
を備える方法。
【請求項５】
　前記第１信号と異なる第２信号を前記スイッチの第２入力で受信することを含み、
　前記スイッチ状態は、前記第１入力を前記出力と接続するように構成される第１の位置
と、前記第２入力を前記出力と接続するように構成される第２の位置とを含み、
　前記スイッチ状態の変更を遅延することは、前記第２信号が第２閾値に達するまで前記
第１の位置から前記第２の位置への前記スイッチ状態の変更を遅延することを含む、請求
項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記スイッチ状態の変更を遅延することは、前記第２信号が前記第１信号の値又は出力
信号の値に達するまで、前記第１の位置から前記第２の位置への前記スイッチ状態の変更
を遅延することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　システムであって、
　オーディオスイッチであって、
　　第１オーディオ信号を受信するように構成される第１入力と、
　　第２オーディオ信号を受信するように構成される第２入力と、
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　　前記オーディオスイッチのオーディオスイッチ状態を制御するための制御信号を受信
するように構成される制御入力と、
　　受信した第１オーディオ信号及び制御信号を用いて出力信号を供給するように構成さ
れる出力と、を有し、
　　前記オーディオスイッチ状態は、前記第１入力を前記出力に接続するように構成され
る第１の位置と、前記第２入力を前記出力に接続するように構成される第２の位置と含む
、前記オーディオスイッチと、
　要求されたオーディオスイッチ状態の変更の指示を受信し、前記制御信号を前記オーデ
ィオスイッチに供給し、及び前記第２オーディオ信号が前記第１オーディオ信号の値又は
前記出力信号の値の少なくとも一方を含む閾値に達するまで、前記第１の位置から前記第
２の位置への前記オーディオスイッチ状態の変更を遅延するように構成されるコントロー
ラと
を備えるシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　無変動スイッチに関する。本特許請求の範囲は、２００９年７月１３日に出願された米
国特許法第１１９（ｅ）の米国特許仮出願第６１／２２５，０６４号、発明の名称“無変
動スイッチ”に基づく優先権を主張し、これにより、それら全体を参照として組み込む。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、２以上の信号間を異なる電位にて切り替えることは、悪影響を及ぼすか又は
不所望の急変動を生じさせる。例えば、異なるオーディオ信号又はビデオ信号間を異なる
電位で切り替えることは、オーディオ変動、視覚的な歪み、又は１以上の不所望な効果の
原因となり得る。他の例では、２つの信号（例えば、異なる値を有する第１及び第２電圧
信号）間を異なる電位で切り替えることは、突然の電流スパイク、又は１以上の悪影響を
及ぼすか又は不所望の効果の原因となり得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００４／０１５１３２９号
【特許文献２】米国特許出願公開第２００６／０２３８２４７号
【特許文献３】米国特許出願第４，６７５，９０５号
【特許文献４】米国特許出願第４，７８８，５０８号
【特許文献５】米国特許出願第６，１５７，７２６号
【特許文献６】米国特許出願第７，４９８，８８１号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　特定の例では、スイッチは、第１入力で第１信号を受信し、スイッチ状態に応じた出力
信号を出力で供給するように構成可能である。本発明者が認識したところでは、同一電位
又はほぼ等しい電位の切り替え信号は、突然の出力変動を低減可能である。例えば、スイ
ッチ状態の変更は、オーディオ変動又は電気ショック等の悪影響を及ぼすか又は不所望の
効果を排除又は低減するため、現在のスイッチ状態と異なる要求されたスイッチ状態の指
示を受信し、かつ第１信号が閾値に達するまで遅延可能である。
【０００５】
　例１は、第１信号を受信するように構成される第１入力と、スイッチ状態を制御するた
めの制御信号を受信するように構成される制御入力と、第１信号及び制御信号を用いて出
力信号を供給するように構成される出力とを含むスイッチを有する。例１は、要求された
スイッチ状態の指示を受信して制御信号をスイッチに供給し、要求されたスイッチ状態の
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指示が現在のスイッチ状態と異なり、かつ第１信号が第１閾値に達するまでスイッチ状態
の変更を遅延するように構成されるコントローラをさらに含む。
【０００６】
　例２では、例１の第１閾値は、接地電位を任意に含む。
　例３では、例１－２の少なくとも一つの例の第１閾値は、出力に接続された装置の入力
値を任意に含む。
【０００７】
　例４では、例１－３の少なくとも一つの例の要求されたスイッチ状態の変更の指示は、
パワーオン要求、パワーオフ要求、及び消音要求の少なくとも一方の指示を任意に含む。
　例５では、例１－４の少なくとも一つの例のスイッチ状態は、第１入力を出力に接続す
るように構成される閉鎖状態、及び出力から第１入力を切断するように構成される開放状
態を任意に含む。
【０００８】
　例６では、例１－５の少なくとも一つの例のスイッチは、第１信号と異なる第２信号を
受信するように構成される第２入力を任意に含み、例１－５の少なくとも一つの例のスイ
ッチ状態は、第１入力を出力と接続するように構成される第１の位置と、第２入力を出力
と接続するように構成される第２の位置とを任意に含み、例１－５の少なくとも一つの例
のコントローラは、第２信号が第２閾値に達するまで、第１の位置から第２の位置へのス
イッチ状態の変更を遅延するように任意に構成される。
【０００９】
　例７では、例１－６の少なくとも一つの例のスイッチは、オーディオスイッチを任意に
含み、第１信号は第１オーディオ信号を含み、及び第２信号は第２オーディオ信号を含み
、オーディオスイッチの出力は、スピーカと接続されるように構成される。
【００１０】
　例８では、例１－７の少なくとも一つの例のスイッチは、ビデオスイッチを任意に含み
、第１信号は第１ビデオ信号を含み、第２信号は第２ビデオ信号を含み、ビデオスイッチ
の出力は、ディプレイに接続されるように構成される。
【００１１】
　例９では、例１－８の少なくとも一つの例の第２閾値は、第１信号の値を任意に含む。
　例１０では、例１－９の少なくとも一つの例の第２閾値は、出力信号の値を任意に含む
。
【００１２】
　例１１では、例１－１０の少なくとも一つの例のコントローラは、第２信号が第２閾値
、かつ特定の位相に達するまで、第１の位置から第２の位置へのスイッチ状態の変更を遅
延するように任意に構成される。
【００１３】
　例１２では、例１－１１の少なくとも一つの例の特定の位相は、第１信号の位相又は出
力信号の位相の少なくとも一方を任意に含む。
　例１３では、第１信号をスイッチの第１入力で受信すること、スイッチ状態を制御する
ように構成される制御信号をスイッチの制御入力で受信すること、第１信号及び制御信号
を用いて出力信号をスイッチの出力で供給すること、現在のスイッチ状態と異なる要求さ
れたスイッチ状態の指示を受信し、第１信号が第１閾値に達するまで、スイッチ状態の変
更を遅延することを含む。
【００１４】
　例１４では、例１－１３の少なくとも一つの例の要求されたスイッチ状態の変更を遅延
することは、第１信号が接地電位に達するまでスイッチ状態の変更を遅延することを任意
に含む。
【００１５】
　例１５では、例１－１４の少なくとも一つの例のスイッチ状態の変更を遅延することは
、出力に接続された装置の入力値に第１信号が達するまでスイッチ状態の変更を遅延する
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ことを任意に含む。
【００１６】
　例１６では、例１－１５の少なくとも一つの例のスイッチ状態の変更を遅延することは
、パワーオン要求、パワーオフ要求、及び消音要求の少なくとも一方の指示までスイッチ
状態の変更を遅延することを任意に含む。
【００１７】
　例１－１７では、例１－１６の少なくとも一つの例は、第１信号と異なる第２信号をス
イッチの第２入力で受信することを任意に含み、例１－１６の少なくとも一つの例のスイ
ッチ状態は、第１入力を出力と接続するように構成される第１の位置、及び第２入力を出
力と接続するように構成される第２の位置を任意に含み、例１－１６の少なくとも一つの
例のスイッチ状態の変更を遅延することは、第２信号が第２閾値に達するまで第１の位置
から第２の位置へのスイッチ状態の変更を遅延することを任意に含む。
【００１８】
　例１－１８では、例１－１７の少なくとも一つの例の第１信号を受信することは、オー
ディオスイッチの第１入力で第１オーディオ信号を受信することを任意に含み、第２信号
を受信することは、オーディオスイッチの第２入力で第２オーディオ信号を受信すること
を含み、及び出力信号を供給することは、出力信号をスピーカに供給することを含む。
【００１９】
　例１９では、例１－１８の少なくとも一つの例の第１信号を受信することは、ビデオス
イッチの第１入力で第１ビデオ信号を受信することを任意に含み、第２信号を受信するこ
とは、ビデオスイッチの第２入力で第２ビデオ信号を受信することを含み、出力信号を供
給することは、出力信号をディスプレイに供給することを含む。
【００２０】
　例２０では、例１－１９の少なくとも一つの例のスイッチ状態の変更を遅延することは
、第２信号が第１信号の値に達するまで第１の位置から第２の位置へのスイッチ状態の変
更を遅延することを任意に含む。
【００２１】
　例２１では、例１－２０の少なくとも一つの例のスイッチ状態の変更を遅延することは
、第２信号が出力信号の値に達するまで第１の位置から第２の位置へのスイッチ状態の変
更を遅延することを任意に含む。
【００２２】
　例２２では、例１－２１の少なくとも一つの例のスイッチ状態の変更を遅延することは
、第２信号が第２閾値及び特定の位相に達するまで第１の位置から第２の位置へのスイッ
チ状態の変更を遅延することを任意に含む。
【００２３】
　例２３では、例１－２２の少なくとも一つの例のスイッチ状態の変更を遅延することは
、第２信号が第２閾値、かつ第１信号の位相又は出力信号の位相の少なくとも一方に達す
るまで遅延することを任意に含む。
【００２４】
　例２４では、第１オーディオ信号を受信するように構成される第１入力と、第２オーデ
ィオ信号を受信するように構成される第２入力と、オーディオスイッチのオーディオスイ
ッチ状態を制御するための制御信号を受信するように構成される制御入力と、受信した第
１オーディオ信号及び制御信号を用いて出力信号を供給するように構成される出力とを有
するオーディオスイッチを含み、オーディオスイッチ状態は、第１入力を出力に接続する
ように構成される第１の位置と、第２入力を出力に接続するように構成される第２の位置
とを含む。例２４は、要求されたオーディオスイッチ状態の変更の指示を受信し、制御信
号をオーディオスイッチに供給し、第２オーディオ信号が第１オーディオ信号及び出力信
号の少なくとも一方を含む閾値に達するまで第１の位置から第２の位置へのオーディオス
イッチ状態の変更を遅延するように構成されるコントローラをさらに含む。
【００２５】
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　例２５では、例１－２４の少なくとも一つの例のコントローラは、第２オーディオ信号
が閾値及び特定の位相に達するまで第１の位置から第２の位置へのオーディオスイッチ状
態の変更を遅延するように任意に構成され、特定の位相は、第１オーディオ信号の位相及
び出力信号の位相の少なくとも一方を含む。
【００２６】
　この概要は、本願の主題概要を提供することを意図する。この概要は、排他的又は包括
的な発明の説明を提供すること意図しない。詳細な説明は、本願に関する情報をさらに含
む。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
　必ずしも一定の縮尺で描かれていない図面では、数字等が異なる図面にて同様な構成に
対して記載される。異なる添え字を有する数字等は、同様な構成の異なる例を表す。一例
として、図面は、明細書にて説明される種々の実施形態を全体的に例示するが、制限する
ものではない。
【図１】入力を受信して、出力を供給するように構成されるスイッチを含むシステムの例
を全体的に示す。
【図２】スイッチモジュールを含むシステムの例を全体的に示す。
【図３】スイッチモジュールを含むシステムの例を全体的に示す。
【図４】入力を受信して、出力を供給するように構成されるスイッチを含むシステムの例
を全体的に示す。
【図５】スイッチモジュールを含むシステムの例を全体的に示す。
【図６】スイッチモジュールを含むシステムの例を全体的に示す。
【図７】第１及び第２オーディオ信号を受信して、オーディオ変動を含む出力を供給する
ように構成されるオーディオスイッチを有する代表的なスイッチングシステムの例を全体
的に示す。
【図８】第１及び第２オーディオ信号を受信して、オーディオ変動を含まない出力を供給
するように構成されるオーディオスイッチを有する代表的なスイッチングシステムの例を
全体的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明者が特に認識したところでは、１以上の入力を切り替えることを、オーディオ変
動、電気ショック等の悪影響を及ぼすか又は不所望の効果を除去又は低減するように制御
することが可能である。
【００２９】
　例えば、スイッチ（例えば、アナログスイッチ）は、オーディオ入力（例えば、スイッ
チオン、スイッチオフ、消音等）を切り替え、又は複数のオーディオ入力間を切り替える
ように使用可能である。特定の例では、オーディオ出力の高速の遷移は、オーディオ変動
又は１以上の他のオーディオ歪み（例えば、スピーカを介して電流が突然増大することに
よって生じる）の原因となり得る。本発明者が特に認識したところでは、オーディオスイ
ッチは、オーディオ変動又は他のオーディオ歪みを除去又は低減するため、第１及び第２
オーディオ信号が同等の信号の場合（例えば、同等の振幅、同等の位相等）、第１及び第
２オーディオ信号間で変更するように構成可能である。他の例では、本発明者が認識した
ところでは、オーディオ変動又は他のオーディオ歪みを除去又低減するため、オーディオ
入力のオン又はオフを切り替える場合、オーディオスイッチは、第１オーディオ入力が閾
値電圧に達するときに、又は第１オーディオ入力がスイッチの出力と同等であるときに（
例えば、スイッチを閉鎖する前、スイッチを開放した後等）、状態（例えば、開放と閉鎖
との間）を変更するように構成可能である。
【００３０】
　例えば、スイッチは、第１及び第２オーディオ信号間等のスイッチの入力と出力との間
の差を最小化するように、スイッチのタイミング（例えば、遅延を追加すること）を調整
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又は制御することにより制御可能である。
【００３１】
　図１は、第１信号を受信するように構成される第１入力１１０と、スイッチの状態を制
御するために制御信号を受信するように構成される制御入力１１５と、第１信号および制
御信号を用いて出力信号を供給するように構成される出力１２０とを有するスイッチ１０
５を含むシステム１００の一例を全体的に示す。
【００３２】
　例えば、第１入力１１０は、オーディオ信号、ビデオ信号又は１以上の他の信号等の第
１信号を受信するように構成可能である。出力１２０は、スピーカ、ビデオディスプレイ
、又は１以上の他の出力装置に接続可能であり、スイッチ１０５は、スイッチオン、スイ
ッチオフ、消音、それ以外のイネーブル、ディセーブル、又は第１入力１１０と出力１２
０とを切断するように構成可能である。
【００３３】
　例えば、制御入力１１５は、異なる電位を有する入力信号と出力信号との間を切り替え
ることに関連するオーディオ変動又は１つ以上の他の歪みを除去又は低減するように、ス
イッチ１０５を制御するための制御信号を受信するように構成可能である。特定の例は、
効果を低減するように電位差をフィルター処理することができる。しかしながら、その実
行には、追加の要素又は回路が必要となり、結果として生じる出力信号は、元の入力から
変更される。本発明者が認識したところでは、所定時間内に第１信号が閾値電圧を超える
又は達する種々の振幅変動を含む場合（例えば、接地電位、出力１２０に接続された装置
の入力の静止電位、１以上の他の入力信号）、制御入力１１５は、切り替えによる電位の
悪影響のある効果（例えば、オーディオ変動、オーディオ歪み等）を最小化するように、
スイッチ１０５を制御可能である。
【００３４】
　代表的な切り替えの適用例では、スイッチ１０５の状態を変更するための要求が受信さ
れた場合（例えば、パワーオン要求、パワーオフ要求、消音要求、複数のオーディオ信号
間を切り替えるための要求等）、制御信号は、スイッチ１０５（例えば、開放、閉鎖等）
の状態を制御する。これらの例では、第１入力１１０及び出力１２０が異なる電位の場合
、オーディオ変動又は他の歪みが結果として生じる可能性がある。
【００３５】
　特定の例では、代表的な音声周波数は、約８０Ｈｚから約３０００Ｈｚまでに及ぶ。発
明者が特に認識したところでは、制御信号は、第１入力１１０と出力１２０（例えば、ス
イッチ１０５を開放状態に変更する場合の出力となる電位）が略等しくなるまで、又は第
１入力１１０と出力１２０との差が最小化するまで、スイッチ１０５の状態の変更を遅延
するように構成可能である。オーディオ切り替えの適用例では、低い音声周波数でも、仮
に第１信号が出力信号又は１以上の他の閾値を超えると、スイッチ１０５の状態を変更す
る最大遅延は、第１入力１１０における低い音声周波数の第１信号の１つの全周期に相当
する、ほんの０．０１２５秒（標準的にはより短い）である。他の例では、第１信号が出
力信号又は１以上の他の閾値を超えない場合、制御信号は、第１期間において第１信号と
出力信号又は１以上の他の閾値との差の最小値を検出し、第２期間において最小差に達す
るまでスイッチ１０５の状態の変更を遅延するように構成可能である。特定の例では、制
御信号は、第１入力１１０と出力１２０との間の位相差に相当する期間に遅延を提供する
ように構成可能である。
【００３６】
　他の例では、第１入力１１０は、オーディオ信号又はビデオ信号以外の１以上の信号を
受信するように構成可能であり、出力１２０は、１以上の信号を受信するように構成され
る装置に、１以上の信号を供給するように構成可能である。これらの例では、スイッチ１
０５の状態は、第１入力１１０が出力１２０とほぼ等しくなる場合に（又は予想される出
力と等しくなる場合）、異なる電位におけるスイッチング信号に関連する悪影響のある効
果（例えば、電流の突然の増大等）を最小化するように変更可能である。特有の例では、
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スイッチ１０５の状態は、複数の入力間をスイッチングする際に、第１入力１１０が１以
上の他の入力とほぼ等しいときに変更可能である。
【００３７】
　図２は、スイッチモジュール１３０を含むシステム２００の一例を全体的に示し、スイ
ッチモジュール１３０は、スイッチ１０５及びコントローラ１２５を含む。特定の例では
、コントローラ１２５は、デジタルコントローラ（例えば、プロセッサ等）、アナログ回
路又はデジタル回路、又は１以上の他のコントローラを含み、第１入力１１０から第１信
号を受信し、制御信号をスイッチ１０５の制御入力１１５に供給するように構成される。
一例では、コントローラ１２５は、要求された状態変更の指示が現在のスイッチ状態と異
なり、かつ第１信号が閾値に達するか又は近づくまで、スイッチ状態の変更を遅延する。
【００３８】
　一例では、コントローラ１２５は、要求されたスイッチ状態の指示を（例えば、ユーザ
、プロセッサ等から）受信するように構成可能である。要求されたスイッチ状態の指示が
現在のスイッチ状態と異なり、かつ第１信号が閾値に達する場合、その時コントローラ１
２５は、スイッチ１０５の状態を変更するための制御信号を制御入力１１５に供給するよ
うに構成可能である。
【００３９】
　特定の例では、第１入力１１０の第１信号は、要求されたスイッチ状態の指示となる。
例えば、ユーザは、出力１２０に供給されるべき信号（例えば、オーディオ信号、ビデオ
信号等）を選択可能であり、プロセッサは、選択した信号をスイッチ１０５に供給するよ
うに構成可能である。スイッチ１０５が無いような他の例では、第１信号は、出力１２０
に直接的に供給され得る。この例では、第１信号が存在することは、ユーザ又はプロセッ
サからの第１信号を供給する要求を示す。他の例では、コントローラ１２５は、ユーザか
らの別個の要求（例えば、消音要求等）を受信可能である。要求、又は要求を指示する信
号を受信すると、コントローラ１２５は、第１入力１１０で第１信号を監視し、特有の振
幅、位相等においてスイッチを開放又は閉鎖するように制御可能である。
【００４０】
　特定の例では、コントローラ１２５は、第１入力１１０で第１信号が閾値に近づくか又
は達した場合にスイッチ１０５の状態を変更するための制御信号を供給するように構成可
能である。一例では、閾値は、適応例に応じて接地電位又は閾値を含む。一例では、閾値
は、スイッチ１０５から出力信号を受信するように構成される、スピーカ、ディスプレイ
、又は１以上の他の装置のような、スイッチ１０５の出力１２０に接続される装置の入力
値を含む。特定の例では、コントローラ１２５は、第１入力１１０における第１信号の位
相を取り入れることが可能であり、位相情報を用いてスイッチ１０５の状態を変更可能で
ある。
【００４１】
　図３は、スイッチ１０５及びコントローラ１２５を含むスイッチモジュール１３０を有
するシステム３００の一例を全体的に示す。この例では、コントローラ１２５は、要求さ
れたスイッチ状態（例えば、開放、閉鎖等）の指示が現在のスイッチ状態と異なり、かつ
第１入力１１０の第１信号が出力１２０の出力信号に近づくか又は達するまで、スイッチ
状態の変更を遅延するように構成可能である。
【００４２】
　他の例では、第１信号が出力信号に達しない場合、その時、スイッチ状態の変更は、第
１信号と出力信号との差が最小となるまで遅延可能である。他の例では、スイッチ状態の
変更は、第１信号と１以上の他の閾値又は他の信号との差が最小となるまで（例えば、悪
影響を及ばすか又は不所望の効果を除去又は低減されるまで）遅延可能である。
【００４３】
　図４は、第１信号を受信するように構成される第１入力１１０と、第１信号と異なる第
２信号を受信するように構成される第２入力１１１と、スイッチ状態を制御するための制
御信号を受信するように構成される制御入力１１５と、制御信号と第１信号及び第２信号
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の少なくとも一方とを用いて出力信号を供給するように構成される出力１２０とを有する
スイッチ１０５を含むシステム４００の一例を全体的に示す。
【００４４】
　一例では、制御入力１１５は、異なる電位を有する第１及び第２信号間の切り替え、又
は異なる電位を有する第１又は第２信号と出力信号との間の切り替えに関連するオーディ
オ変動又は１以上の他の歪みを除去又は低減するようにスイッチ１０５を制御するための
制御信号を受信するように構成可能である。
【００４５】
　複数の入力信号間の代表的な切り替えの適用例では、制御信号は、スイッチ１０５の状
態を変更するための要求（例えば、パワーオン要求、パワーオフ要求、消音要求、及び複
数のオーディオ信号間を切り替えるための要求等）を受信する場合、スイッチ１０５の状
態（例えば、開放、閉鎖等）を制御する。これらの例では、第１入力１１０及び第２入力
１１１が異なる電位の場合、又は出力１２０に対して第１入力１１０又は第２入力１１１
が異なる電位の場合、オーディオ変動又は他の歪みが生じる可能がある。
【００４６】
　特定の例では、第１及び第２入力信号間の切り替えは、第１信号と出力との間の切り替
え、又は第１信号と閾値との間の切り替えと同様に行うことができる。この例では、スイ
ッチ状態は、第１入力１１０を出力１２０に接続するように構成される第１の位置、及び
第２入力１１１を出力１２０に接続するように構成される第２の位置を含む。他の例では
、１以上の他のスイッチ構成は、１以上の入力又は入力構成を有するように使用可能であ
る。例えば、スイッチ１０５は、第１入力１１０及び第２入力１１１を含むことができ、
第１入力１１０及び第２入力１１１の各々は、開放状態及び閉鎖状態を有する別個のスイ
ッチをそれぞれ有し、第１入力１１０及び第２入力１１１のそれぞれと出力１２０とを接
続又は切断するように構成される。
【００４７】
　図４の例では、スイッチ１０５は、第１の位置において、第１入力１１０が出力１２０
と接続される。一例では、要求されたスイッチ状態の指示を受信した場合、制御信号は、
要求されたスイッチ状態が現在のスイッチ状態と異なり（例えば、要求されたスイッチ状
態が第２の位置を含むまで）、かつ第２入力１１１における第２信号が閾値に達するまで
、スイッチ状態の変更を遅延するように構成される。一例では、閾値は、スイッチ状態が
変更された場合に第１及び第２信号の間の差が最小となるような第１信号の値（振幅）を
含み得る。他の例では、閾値は、出力信号の値を含み得る。
【００４８】
　図５は、スイッチ１０５及びコントローラ１２５を有するスイッチモジュール１３０を
含むシステム５００の一例を全体的に示す。一例では、コントローラ１２５は、第１入力
１１０から第１信号を受信し、第２入力１１１から第２信号を受信するように構成される
。一例では、コントローラ１２５は、要求された状態の変更の指示が現在のスイッチ状態
と異なるまで、かつ第１信号又は第２信号が閾値に達するか又は近づくまで、スイッチ状
態の変更を遅延するように構成可能である。一例では、コントローラ１２５は、第１信号
が第２信号に達するか又は近づくまで、スイッチ状態の変更を遅延するように構成可能で
ある。他の例では、１以上の他の閾値が使用され得る。
【００４９】
　一例では、第１の位置（第１入力１１０を出力１２０に接続すること）において、スイ
ッチ１０５が第２の位置（第２入力１１１を出力１２０に接続すること）のために要求さ
れたスイッチ状態の指示を受信する場合、コントローラ１２５は、第２入力１１１の第２
信号（例えば、第２信号の振幅）が第１入力１１０の第１信号（例えば、第１信号の振幅
）に達するか又は近づくまで、第１の位置から第２の位置へのスイッチ状態の変更を遅延
するように構成可能である。
【００５０】
　図６は、スイッチ１０５及びコントローラ１２５を含むスイッチモジュール１３０を有
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するシステム６００の一例を全体的に示す。この例では、コントローラ１２５は、第１入
力１１０から第１信号を受信し、第２入力１１１から第２信号を受信し、出力１２０から
出力信号を供給するように構成可能である。一例では、コントローラ１２５は、要求され
たスイッチ状態の指示が現在のスイッチ状態と異なり、かつ第１入力１１０の第１信号又
は第２入力１１１の第２信号が出力１２０の出力に達するか又は近づくまで、スイッチ状
態の変更を遅延するように構成可能である。
【００５１】
　一例では、第１の位置（第１入力１１０を出力１２０に接続すること）及び第２の位置
（第２入力１１１を出力１２０に接続すること）のために要求されたスイッチ状態の指示
を受信する場合、その時、コントローラ１２５は、第２入力１１１の第２信号（例えば、
第２信号の振幅）が出力１１０の出力信号（出力信号の振幅）に達するか又は近づくまで
、第１の位置から第２の位置へのスイッチ状態の変更を遅延するように構成可能である。
【００５２】
　図７は、第１オーディオ信号を受信するように構成される第１入力１１０と、第２オー
ディオ信号を受信するように構成される第２入力１１１と、制御信号を受信するように構
成される制御入力１１５と、オーディオ変動を含む出力信号をスピーカ１３５に供給する
ように構成される出力１２０とを有するオーディオスイッチ１０５を含む代表的なオーデ
ィオ切り替えシステム７００の一例を全体的に示す。
【００５３】
　この例では、時間１４０において、スイッチ１０５は、要求されたスイッチ状態の指示
を受信し、出力信号としての第２オーディオ信号の供給から出力信号としての第１オーデ
ィオ信号の供給に変更する。時間１４０において第１及び第２オーディオ信号間に電位差
があるため、オーディオ変動又は他の歪みが出力信号に発生する。
【００５４】
　図８は、第１オーディオ信号を受信するように構成される第１入力１１０と、第２オー
ディオ信号を受信するように構成される第２入力１１１と、制御信号を受信するように構
成される制御入力１１５と、オーディオ変動を含まない出力信号をスピーカ１３５に供給
するように構成される出力１２０とを有するオーディオスイッチ１０５を含むオーディオ
切り替えシステム８００の一例を全体的に示す。
【００５５】
　この例では、時間１４０において、要求されたスイッチ状態の指示が受信されるが、時
間１４５に到達するまで、スイッチ１０５は、出力信号としての第２オーディオ信号の供
給から出力信号としての第１オーディオ信号の供給に変更しない。この例では、制御信号
は、第１信号が第２信号に達するか又は近づくまでスイッチ状態の変更を遅延する。時間
１４５において第１及び第２オーディオ信号間の電位差がわずかであるか又は電位差がな
いため、オーディオ変動又は他の歪みが出力信号に発生しない。
【００５６】
　発明者が特に認識したところでは、上記のシステム又は方法は、入力信号及び出力信号
、又は複数の入力信号が異なる電位を有する種々の適用例（例えば、オーディオ切り替え
又はビデオ切り替え以外）に用いられることができる。さらに、明細書中に記載された１
以上のシステム又は方法は、ミキシング技術と呼ばれる。
【００５７】
　一例では、ミキシング技術は、異なる電位間を切り替え（例えば、第１電位の入力と、
異なる第２電位の出力との間を切り替え）、突入電流を低減して短絡状態又は電気ショッ
クを潜在的に避けるように使用可能である。特定の例では、入力又は出力の少なくとも１
つが変更可能である場合、切り替え要求を受信した後に、スイッチは、入力の電位が出力
の電位になるか又は近づくまで待機可能である。他の例では、スイッチは、切り替える前
に入力の電位が出力の電位から閾値以下になるまで待機可能である。一例では、閾値は、
ユーザにより設定可能であり、又は時間とともに変更可能である。最初に、閾値は、第１
の値に設定可能であり、そして、出力の電位からの閾値以内にある入力の電位なしで時間
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が経過するにつれて、閾値は増加可能である。他の例では、閾値が時間期間内に達しない
場合、（例えば、フューズの切断等と同様な）警告を供給可能であり、又は待機時間は延
長され、差があるにも拘わらず切り替えを開始可能である。
【００５８】
　一例では、閾値は、プラグラム可能であり、ユーザは、閾値又は、スイッチが、入力、
出力、又は入力と出力との間の差に基づいて切り替える実際の電圧を設定することができ
る。
【００５９】
　他の例では、入力と出力との間の電位差、又は複数の出力の間の電位差は、信号の種類
を判定し、より高い優先度を有する信号（例えば、ＵＳＢデータのような第２種類の信号
より高い、オーディオ信号のような第１種類の信号に対して優先度を与える）に切り替え
るように用いることができる。
【００６０】
　一例では、ミキシング技術は、異なる電位を有する電源間（例えば、５Ｖ電源と３Ｖ電
源との間）のような電力上昇における安定化のために用いることができる。一例では、電
力が投入される場合、電源の出力は、電源が安定状態に達するまで、徐々に増加（又は時
々変動）可能である。一例では、第１電源からより高い出力を有する第２電源に切り替え
る場合、切り替えは、第２電源の電位が第１電源の電位に達するか又は近づくまで遅延さ
れる。反対に、第１電源からより低い第２電源に切り替える場合、切り替えは、第１及び
第２電源の電位差が最小となるまで、又は別の方法では、閾値に達するまで遅延される。
【００６１】
　一例では、（例えば、１以上の入力、１以上の出力、又は１以上のチャンネル等を有す
る）スイッチは、入力と出力との間の差を用いて、又は入力及び出力の少なくとも一方と
、所定の電気的状態との間の差又は比較を用いて、自己で切断可能である。特定の例では
、所定の電気的状態は、電圧の閾値又は電流の閾値、位相、スルーレート、又は１以上の
他の電気的状態を含むことができる。切り替えは、１以上の条件が満たされるまで遅延さ
れ、条件が満たされた場合、スイッチは、所望の結果に応じて開放又は閉鎖可能である。
特定の例では、閉鎖したスイッチは開放され、開放したスイッチは閉鎖され、異なる入力
は、入力及び出力の少なくとも一方が電圧の閾値又は電流の閾値、スルーレート、又は１
以上の他の電気的状態を超える場合に選択可能である。
【００６２】
　上記の詳細な説明は、詳細な説明の一部を形成する添付した図面への言及を含む。図面
は、実例として、発明が実施される特定の実施形態を示す。図は、例として、本発明を実
施可能な特有の実施形態を示す。これら実施形態は、例として明細書中に参照される。こ
の明細書に言及される全ての公報、特許、特許文献は、参照することにより個別に組み込
まれるように、明細書全体を参照することにより組み込まれる。この明細書と参照により
組み込まれたこれら文献との間に矛盾した構成がある場合には、組み込まれた参照の構成
は、相容れない矛盾のために、この明細書の部分に対する補充として考慮されるように、
この明細書の利用は抑制される。
【００６３】
　上記の説明は、例示することを意図し、制限することを意図しない。例えば、上記の例
（又はその一つ以上の形態）は、互いに組み合わされて用いられてもよい。他の実施形態
は、上記の説明の参照に基づいて従来技術のうちの一つの技術等により用いることができ
る。要約は、請求項の範囲又は意図を、解釈する又は制限するように用いられないという
理解に基づいて提供される。また、上記の詳細な説明では、種々の特徴が一緒にまとめら
れて開示を簡素化し得る。このことは、何れの請求項に必要な開示された特徴をクレーム
化しないという意図を解釈すべきではない。むしろ、発明の主題は、開示された特定の実
施形態の構成全てより少ない構成を含むかもしれない。従って、後述する特許請求の範囲
は、これにより詳細な発明に組み込まれ、各請求項は、別個の実施形態として独立する。
本発明の範囲は、添付した特許請求の範囲およびこの特許請求の範囲が享受する均等物の
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全範囲に従って判断すべきである。

【図１】

【図２】

【図３】
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