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各スピーカから出す音をメディアに記録
図 1 チャネルベースオーディオ
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音1：羽ばたき音
座標（x1, y1, z1）

ここで，チャネルベースオーディオ
によって記録された音声を再生する場
合を考えます．記録されたチャネルと
再生するスピーカの数・位置が完全に
一致している場合は，コンテンツ制作

各オブジェクトの
音と位置座標を
メディアに記録

者の意図した音が，意図した場所（ス
音2：猿の鳴き声
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y
（0, 0, 0）

異なっている場合はどうでしょうか？
音 3：鳥の鳴き声
座標（x0, y0, z0）

例えば，通常の映画館では，5.1ch を
超える数多くのスピーカが設置されて
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います．しかし，スピーカの数や設置
位置は，映画館によってまちまちです．

図 2 オブジェクトオーディオ
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（105） 847

知っておきたいキーワード

オブジェクトオーディオ
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広がり
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