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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロホンから入力される第１の音声信号に基づいてハウリング発生状況を検出する
第１の検出手段と、
　ギターから入力される第２の音声信号についてハウリング発生状況を検出する第２の検
出手段と、
　前記第１の音声信号に対してハウリング抑制処理を実行可能とする音声処理手段と、
　前記第１の音声信号と前記第２の音声信号とをスピーカから放音させる手段と、
　前記第１の検出手段の検出結果と前記第２の検出手段の検出結果に基づいて、前記第１
の音声信号に含まれる前記第２の音声信号のハウリングを抑制しないよう、前記音声処理
手段を制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする
　カラオケ装置。
【請求項２】
　前記第１の音声信号と前記第２の音声信号とをスピーカから放音させる手段は、楽曲情
報に基づいて再生される再生音をスピーカから放音させることを特徴とする
　請求項１に記載のカラオケ装置。
【請求項３】
　前記第１の検出手段の検出結果は、第１の音声信号にハウリングが発生しているか否か
を示す情報であり、
　前記第２の検出手段の検出結果は、第２の音声信号にハウリングが発生しているか否か
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を示す情報であり、
　前記制御手段は、第２の音声信号にハウリングが発生している場合には、前記音声処理
手段にハウリング抑制のための処理をさせないことを特徴とする
　請求項１または請求項２に記載のカラオケ装置。
【請求項４】
　前記第２の検出手段の検出結果は、第２の音声信号で生じているハウリングの周波数を
示す情報を含み、
　前記制御手段は、前記第２の検出結果に含まれるハウリングの周波数については、前記
音声処理手段にハウリング抑制のための処理をさせないことを特徴とする
　請求項１から請求項３の何れか１項に記載のカラオケ装置。
【請求項５】
　前記第１の検出手段の検出結果は、第１の音声信号で生じているハウリングの周波数を
示す情報を含み、
　前記制御手段は、前記第１の音声検出結果に含まれるハウリングの周波数であって、前
記第２の検出結果に含まれるハウリングの周波数とは異なるハウリングの周波数について
、ハウリング抑制のための処理を実行させることを特徴とする
　請求項４に記載のカラオケ装置。
【請求項６】
　第１の音声信号と第２の音声信号とをスピーカから放音させるカラオケ装置において実
行されるカラオケ装置用プログラムにおいて、
　マイクロホンから入力される第１の音声信号に基づいてハウリング発生状況を検出する
第１のステップと、
　ギターから入力される第２の音声信号についてハウリング発生状況を検出する第２のス
テップと、
　第１の検出手段の検出結果と第２の検出手段の検出結果に基づいて、前記第１の音声信
号に含まれる前記第２の音声信号のハウリングを抑制しないよう、入力される第１の音声
信号に対してハウリング抑制処理を実行する第３のステップとを、カラオケ装置に実行さ
せることを特徴とする
　カラオケ装置用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハウリング抑制機能を備えたカラオケ装置、並びに、カラオケ装置用プログ
ラムに関するものであり、特に、エレキギターなどの外部楽器を接続して演奏を楽しむこ
とのできるものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、マイクロホンなどから集音し、スピーカーなどの拡声器にて放音する音響機器で
は、その使用環境を主な原因として正帰還を生じ、特定の周波数で耳障りな音を発生する
ハウリング現象を生じることが知られている。このような、ハウリング現象を抑制するた
め、特許文献１に開示されるように、ハウリングが生じている周波数を特定して当該周波
数の成分を抑制して出力することが行われている。
【０００３】
　一方、特許文献２には、自動伴奏を行う音源装置を備えたカラオケ装置において、外部
からオーディオ信号を入力するオーディオ信号入力手段を設け、エレキギターなどの外部
楽器を接続することが提案されている。このようなカラオケ装置では、カラオケ演奏に利
用者の演奏を加えて出力することが可能となる。
【０００４】
　ところで、エレキギター（電気ギター）では、特許文献３に記載されているように、フ
ィードバック奏法と呼ばれる効果付与が知られている。このフィードバック奏法とは、拡
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声しているスピーカーに、エレキギターを近づけて、ギターの弦、アンプ、スピーカーと
の間で正帰還を生じさせ、ハウリングと同様、所定の周波数で発振を起こす効果付与の方
法である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１０２０９３号公報
【特許文献２】特開２０００－８９７７４号公報
【特許文献３】特開平９－３０５１６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　カラオケ装置は、カラオケボックスのような狭い空間で用いられることが多いため、ハ
ウリングの発生には特に注意を払う必要がある。そのため、カラオケ装置には、特許文献
１に記載されるようなハウリング抑制機能が搭載されている。このようなカラオケ装置に
て、特許文献２のようなエレキギターを接続して利用者の演奏を楽しむとき、フィードバ
ック奏法を実行すると、カラオケ装置では、フィードバック奏法をハウリング発生と認識
し、ハウリング抑制機能を動作させてしまう。このような場合、周波数特性や音量を変化
させてしまうこととなり、フィードバック奏法による効果付与を抑制してしまうと共に、
マイクロホンから入力される歌唱音声に対してもその音質を劣化させてしまう。
【０００７】
　本発明は、このような実情を鑑み、ハウリング抑制機能を備えたカラオケ装置などの音
響機器において、外部楽器によるフィードバック奏法を実行した場合にも、違和感なくフ
ィードバック奏法による効果を付与することのできる音声信号処理装置、並びに、音声信
号処理プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明に係るカラオケ装置は、マイクロホンから入力される
第１の音声信号に基づいてハウリング発生状況を検出する第１の検出手段と、ギターから
入力される第２の音声信号についてハウリング発生状況を検出する第２の検出手段と、前
記第１の音声信号に対してハウリング抑制処理を実行可能とする音声処理手段と、前記第
１の音声信号と前記第２の音声信号とをスピーカから放音させる手段と、前記第１の検出
手段の検出結果と前記第２の検出手段の検出結果に基づいて、前記第１の音声信号に含ま
れる前記第２の音声信号のハウリングを抑制しないよう、前記音声処理手段を制御する制
御手段と、を備えたことを特徴としている。
【０００９】
　さらに、本発明に係るカラオケ装置において、前記第１の音声信号と前記第２の音声信
号とをスピーカから放音させる手段は、楽曲情報に基づいて再生される再生音をスピーカ
から放音させることを特徴としている。
【００１０】
　さらに、本発明に係るカラオケ装置において、前記第１の検出手段の検出結果は、第１
の音声信号にハウリングが発生しているか否かを示す情報であり、前記第２の検出手段の
検出結果は、第２の音声信号にハウリングが発生しているか否かを示す情報であり、前記
制御手段は、第２の音声信号にハウリングが発生している場合には、前記音声処理手段に
ハウリング抑制のための処理をさせないことを特徴としている。
【００１１】
　さらに、本発明に係るカラオケ装置において、前記第２の検出手段の検出結果は、第２
の音声信号で生じているハウリングの周波数を示す情報を含み、前記制御手段は、前記第
２の検出結果に含まれるハウリングの周波数については、前記音声処理手段にハウリング
抑制のための処理をさせないことを特徴としている。
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【００１２】
　さらに、本発明に係るカラオケ装置において、前記第１の検出手段の検出結果は、第１
の音声信号で生じているハウリングの周波数を示す情報を含み、前記制御手段は、前記第
１の音声検出結果に含まれるハウリングの周波数であって、前記第２の検出結果に含まれ
るハウリングの周波数とは異なるハウリングの周波数について、ハウリング抑制のための
処理を実行させることを特徴としている。
【００１３】
　さらに、本発明に係るカラオケ装置用プログラムは、第１の音声信号と第２の音声信号
とをスピーカから放音させるカラオケ装置において実行されるカラオケ装置用プログラム
であって、マイクロホンから入力される第１の音声信号に基づいてハウリング発生状況を
検出する第１のステップと、ギターから入力される第２の音声信号についてハウリング発
生状況を検出する第２のステップと、第１の検出手段の検出結果と第２の検出手段の検出
結果に基づいて、前記第１の音声信号に含まれる前記第２の音声信号のハウリングを抑制
しないよう、入力される第１の音声信号に対してハウリング抑制処理を実行する第３のス
テップとを、カラオケ装置に実行させることを特徴としている。
                                                                                
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、第１の検出手段の検出結果と第２の検出手段の検出結果に基づいて、
第２の音声信号のハウリングを抑制しないように音声処理手段を制御することで、第２の
音声信として、エレキギターからの出力信号を採用した場合、フィードバック奏法による
効果に対して、音声処理手段によるハウリング抑制処理を働かせることがなく、違和感を
生じさせることがない。
【００１５】
　さらに、第１の検出手段は、周囲音のハウリング発生状況を第１の音声信号に基づいて
検出することで、周囲音のハウリング発生状況検出のためのマイクロホンなどを設ける必
要が無く、装置の簡素化を図ることが可能となる。
【００１６】
　さらに、第１の検出手段の検出結果、第２の検出手段の検出結果を、ハウリングが発生
しているか否かとするとともに、第２の音声信号にハウリングが生じている場合に、音声
処理手段にハウリング抑制のための処理をさせないようにしたことで、第１、第２の検出
手段によるハウリング検出を簡易なものにするとともに、音声処理手段を制御する制御手
段についても簡易化を図ることが可能となる。
【００１７】
　さらに、第２の音声信号で生じているハウリングの周波数を特定し、当該周波数につい
て音声処理手段にハウリング抑制のための処理をさせないようにしたことで、例えば、周
囲環境によるハウリングが発生している中で、外部楽器によるフィードバック奏法が行わ
れた場合においても、周囲環境によるハウリングのみを抑制することが可能となる。
【００１８】
　さらに、第１の音声信号についてもハウリングの周波数を特定することで、外部楽器に
よるフィードバック奏法の効果を残しつつ、周囲環境によるハウリングを効果的に取り除
くことが可能となる。
【００１９】
　さらに、本発明の音声処理プログラムは、第１の検出手段の検出結果と第２の検出手段
の検出結果に基づいて、第２の音声信号のハウリングを抑制しないようにしたことで、フ
ィードバック奏法による効果を残し、違和感のない演奏を楽しむことができる。また、プ
ログラムで提供することで、コンピュータ装置や、既存の音響機器に対してもこの機能を
付加することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
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【図１】本発明の実施形態に係るカラオケシステムの基本構成を示す図。
【図２】本発明の実施形態に係る音声信号処理部の構成例を示す図。
【図３】本発明の実施形態に係るハウリング抑制処理を説明するための図。
【図４】本発明の実施形態に係る音声信号処理を示すフロー図。
【図５】本発明の他の実施形態に係るハウリング抑制処理を説明するための図。
【図６】本発明の他の実施形態に係る音声信号処理を示すフロー図。
【図７】本発明の他の実施形態に係るハウリング抑制処理を説明するための図。
【図８】本発明の他の実施形態に係る音声信号処理を示すフロー図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明に係る音声信号処理装置をカラオケシステムに実装した場合について説明する。
図１は、実施形態に係るカラオケシステムの基本構成を示した図である。
【００２２】
　メイン制御部１０４は、カラオケシステムの中核をなすコマンダ１００を統括制御する
。その主な機能としては、外部の通信網と通信を行う通信制御部１０２の制御、外部に配
置されたディスプレイにカラオケの背景映像などの映像信号を出力する映像制御部１０３
の制御、また、音源部１０８や音声信号処理部２００など、カラオケ伴奏のための音声信
号を制御する音声制御部１０７の制御を実行する。
【００２３】
　本発明では、特に音声制御部１０７の制御に特徴を有するものとなっている。音声制御
部１０７は、音源部１０８と音声信号処理部２００の制御を行う。音源部１０８は、入力
部１０１にてユーザーから指定された楽曲に対応する楽曲情報をハードディスク１０５、
１０６から読み出して音源部１０８に再生させる。楽曲情報は、ＭＩＤＩデータ、ＭＰＥ
Ｇ音声データなどにて構成されたデータである。
【００２４】
　コマンダ１００は、マイクロホン４０４を接続するための端子を備えており、歌唱音声
をマイク音信号として入力可能としている。入力されたマイク音信号は、マイクアンプ１
０９、ＡＤ変換器１１０を経て音声信号処理部２００に取り込まれ、ハウリング抑制処理
やエコーなどの効果付与が行われた後、マイク音処理信号として出力される。
【００２５】
　本実施形態では、さらにエレキギター４０５（外部楽器）を接続するための端子を備え
ている。エレキギター４０５から出力されたギター音信号は、ＡＤ変換器１１１を経て、
マイク音信号と同様、音声信号処理部２００に取り込まれ、効果付与などの処理が実行さ
れた後、ギター音処理信号として出力される。
【００２６】
　ミキシング部１１２では、音源部１０８から出力される再生音と、音声信号処理部２０
０から出力されるマイク音処理信号と、ギター音処理信号とを加算して加算信号を出力す
る。加算信号は、ＤＡ変換器１１３、プリアンプ１１４を経て外部に出力され、外部のア
ンプ４０１にてスピーカー４０２から放音される。
【００２７】
　スピーカー４０２から放音された音は、その配置環境によっては、マイクロホン４０４
から集音されて正帰還を生じハウリングを生じさせる場合がある。そのため、本実施形態
の音声信号処理部２００には、ハウリング抑制のための機能を備えられている。
【００２８】
　一方、エレキギター４０５にてフィードバック奏法を行った場合、ギター音はスピーカ
ー４０２から出力されることとなる。このフィードバック奏法によるギター音の効果は、
ハウリングと同様、狭い周波数範囲にてピークを有する特性を有するため、従来のハウリ
ング抑制機能では、ハウリングと認識されてしまいハウリング抑制機能を働かせてしまう
こととなる。本実施形態では、エレキギター４０５にてフィードバック奏法を行った場合
においても、音声信号処理部２００にて、ギター音信号に付加された効果を抑制しない構
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成としている。
【００２９】
　図２は、本発明の実施形態に係る音声信号処理部の構成例を示す図である。本実施形態
においては、音声信号処理部２００には、マイク音信号（本発明でいう「第１の音声信号
」）、ギター音信号（本発明でいう「第２の音声信号」）が入力され、それぞれの入力信
号に基づき、マイク音処理信号、ギター音処理信号が生成される。
【００３０】
　第１検出部２０１（本発明でいう「第１の検出手段」）は、マイク音信号に基づいて周
囲音のハウリング発生状況を検出し、ハウリングキャンセラー制御部２０３に検出結果を
出力する。本実施形態では、ハウリング発生状況として、ハウリングが発生しているか否
かという簡易な構成を採用している。なお、周囲音のハウリング発生状況を検出する構成
としては、マイク音信号によらず、別途、ハウリング検出用に設けたマイクロホンを使用
することとしてもよい。
【００３１】
　図３は、ハウリング抑制処理を説明するための図であって、図３（ａ）はハウリングが
発生した場合の周波数特性が示されている。ここではレベルが所定の閾値を超えた場合を
ハウリング発生と判断している。
【００３２】
　第２検出部２０２（本発明でいう「第２の検出手段」）は、ギター音信号のハウリング
発生状況、すなわち、フィードバック奏法が実行されているか否かを検出する。この第２
検出部２０２も第１検出部２０１と同様の検出方法にて、ハウリング発生状況を検出する
ことが可能であって、本実施形態では、ハウリングが発生しているか否かを検出する構成
を採用し、簡易化が図られている。
【００３３】
　ハウリングキャンセラー２０４（本発明でいう「音声処理手段」）は、マイク音信号に
対してハウリング抑制処理を実行する。ここでは、ローパスフィルターを用いた簡易な構
成を採用している。図３（ｂ）には、ハウリング抑制処理を実行した後の周波数特性が示
されている。周囲環境によるハウリングが生じた場合、図に示す特性を有するローパスフ
ィルタを動作させることで、ハウリング成分を除去することが可能となる。本実施形態は
、周囲環境によるハウリングの周波数がある程度予想できるときに有効である。この場合
、周波数帯域Ｆ１が除去されることとなり、音質の劣化が伴うことになるが、周囲環境に
よるハウリング成分を除去することが可能となる。なお、ハウリングキャンセラー２０４
には、このようにローパスフィルターを用いるものに限らず、音量を下げるものや、ノッ
チフィルターを用いるものなど、各種形態を採用することができる。
【００３４】
　第１加工部２０５は、ハウリングキャンセラー２０４から出力された音声に、エコー効
果など各種の音響効果を付与して出力する。また、第２加工部２０６は、ギター音信号に
対して、リミッター、ワウといった、各種エフェクト効果を付与して出力する。これら第
１、第２加工部２０５、２０６の音響効果、エフェクト効果は、楽曲情報に含ませた制御
情報で制御し、楽曲の進行に同期して行うようにしてもよい。なお、第１、第２加工部２
０５、２０６は必要に応じて設けることとしてよい。
【００３５】
以上、本発明の実施形態に係る音声信号処理部２００について説明したが、これらの構成
はハードウェアで実現してもよく、ハードウェアにプログラムをインストールすることで
実現してもよい。
【００３６】
　ハウリングキャンセラー制御部２０３は、第１検出部２０１の検出結果と、第２検出部
２０２の検出結果に基づいて、ハウリングキャンセラー２０４を制御する。その具体的な
処理を図４のフロー図を用いて説明する。
【００３７】
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　処理が開始されると、第１検出部２０１、第２検出部２０２は、それぞれマイク音信号
、ギター音信号についてハウリングの発生状況を監視する。第１検出部２０１でハウリン
グが検出されない場合（Ｓ１０２）は、ハウリングキャンセラー２０４におけるハウリン
グ抑制処理を実行させない（Ｓ１０６）。
【００３８】
　一方、第１検出部２０１にてハウリングが検出され、第２検出部２０２にてハウリング
が検出されない場合（Ｓ１０３）は、周囲環境によるハウリングが発生し、フィードバッ
ク奏法が実行されていない場合と判定できるため、ハウリングキャンセラー２０４におけ
るハウリング抑制処理を実行させ（Ｓ１０５）、周囲環境を原因として発生したハウリン
グの抑制を図る。
【００３９】
　また、第１検出部２０１にてハウリングが検出され、第２検出部２０２においてもハウ
リングが検出された場合（Ｓ１０４）は、エレキギター４０５によるフィードバック奏法
が実行されている都判断し、ハウリングキャンセラー２０４によるハウリング抑制処理を
実行させない。
【００４０】
　このように、本実施形態では、第２検出部２０２にてハウリング発生を検出した場合、
すなわち、外部楽器としてのエレキギター２０４にてフィードバック奏法が実行された場
合、ハウリングキャンセラー２０４によるハウリング抑制処理が実行されることがない。
【００４１】
　この第１の実施形態では、第１検出部２０１、第２検出部２０２におけるハウリング発
生状況の検出として、ハウリングが発生しているか否かを検出する簡易な構成を採用する
とともに、ハウリングキャンセラー２０４では、予め定められたハウリング抑制処理を実
行する簡易な構成を採用したものとなっている。しかしながら、この実施形態では、周囲
環境に基づいて発生したハウリングと、フィードバック奏法によるハウリングが同時に発
生した場合には、フィードバック奏法を優先させてしまうこととなり、周囲環境によるハ
ウリングが抑制できないこととなってしまう。
【００４２】
　次に説明する２つの実施形態では、このように周囲環境に基づくハウリングと、フィー
ドバック奏法によるハウリングが同時に発生した場合にも対処できる構成となっている。
どちらの構成も図１、図２にて説明した構成と同様の構成で実現できるが、第１検出部２
０１、第２検出部２０２の検出結果、ハウリングキャンセラー２０４の動作、そして、ハ
ウリングキャンセラー制御部２０３の制御の点において異なったものとなっている。
【００４３】
　図５は、第２の実施形態におけるハウリング抑制処理を説明するための図である。この
図は、周囲環境によるハウリングとフィードバック奏法によるハウリングが同時に発生し
た場合における周波数特性が示されている。図５（ａ）には、ハウリング発生時の状況が
、図５（ｂ）には、ハウリング抑制処理した後の状況が示されている。
【００４４】
　本実施形態では、図２で説明したギター音信号のハウリング発生状況を検出する第２検
出部２０２において、ハウリング発生周波数ｆ２をハウリング発生状況として出力するこ
ととしている。また、ハウリングキャンセラー２０４は、検出されたハウリング発生周波
数ｆ２を残すようにハウリング抑制処理を実行可能としている。
【００４５】
　すなわち、周囲環境によるハウリングが発生したと判断し、予め定められたハウリング
抑制処理（本実施形態では、ローパスフィルター処理を実行）を実行することとなるが、
第２検出部２０２にてハウリングが検出された場合には、当該ハウリング発生周波数ｆ２
については抑制しないように、ハウリングキャンセラー２０４を制御することとしている
。本実施形態では、ハウリング発生周波数ｆ２周辺を通過させるバンドパフフィルターを
設定することで、フィードバック奏法によるハウリング発生周波数ｆ２を通過させること
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としている。
【００４６】
　図６は、第２の実施形態におけるハウリングキャンセラー制御部２０３の処理を示すフ
ロー図である。処理が開始されると、第１検出部２０１、第２検出部２０２にてハウリン
グの発生状況が検出される。特に、第２検出部２０２では、ハウリング発生周波数ｆ２を
特定することとしている。
【００４７】
　第１検出部２０１にてハウリングを検出しない場合の処理（Ｓ２０８）、第２検出部２
０２にてハウリングを検出しない場合の処理（Ｓ２０７）については、第１の実施形態と
同様としている。Ｓ２０４では、第１検出部２０１に、第２検出部２０２にて特定したハ
ウリング発生周波数ｆ２以外が含まれていないかが判定される。含まれていると判定され
た場合には、図５（ｂ）で説明したように、ハウリング発生周波数ｆ２を通過させるよう
にハウリング抑制処理（Ｓ２０５）が実行される。一方、含まれていないと判断した場合
には、発生しているハウリングは、フィードバック奏法によるものだけである可能性が高
いため、ハウリングキャンセラー２０４によるハウリング抑制処理を実行させないように
制御する（Ｓ２０６）。
【００４８】
　このように、本実施形態では、ギター音信号のハウリング発生周波数ｆ２を検出し、ハ
ウリングキャンセラー２０４では、このハウリング発生周波数ｆ２を阻害しないようにハ
ウリング抑制処理を実行することとしており、周囲環境に基づいて発生したハウリングと
、フィードバック奏法によるハウリングが同時に発生した場合においても対応することが
可能となっている。
【００４９】
　では、次に第３の実施形態について、図７、図８を用いて説明を行う。本実施形態では
、第１検出部２０１において、ハウリング発生周波数をハウリング発生状況として出力す
ると共に、第２検出部２０２において、ハウリング発生周波数ｆ２をハウリング発生状況
として出力することとしている。
【００５０】
　図７は、第３の実施形態におけるハウリング抑制処理を説明するための図である。この
図は、周囲環境によるハウリングとフィードバック奏法によるハウリングが同時に発生し
た場合における周波数特性が示されている。図７（ａ）には、ハウリング発生時の状況が
、図７（ｂ）には、ハウリング抑制処理した後の状況が示されている。
【００５１】
　このように周囲環境とフィードバック奏法によるハウリングが同時に発生した場合、第
１検出部２０１では、２つのハウリング発生周波数ｆ１、ｆ２が特定されるとともに、第
２検出部２０２では、ハウリング発生周波数ｆ２が特定されることとなる。本実施携帯で
は、第２検出部２０２にてフィードバック奏法によるハウリング発生周波数ｆ２が特定さ
れるため、ハウリングキャンセラー２０４にて、ハウリング発生周波数ｆ２を残しつつ、
ハウリング発生周波数ｆ１を効果的に取り除くことが可能となっている。
【００５２】
　図５（ａ）と同様、図７（ａ）には、周囲環境によるハウリングとフィードバック奏法
によるハウリングが同時に発生した場合における周波数特性が示されている。また、図７
（ｂ）には、ハウリング抑制処理適用後の周波数特性が示されている。本実施形態では、
ハウリング発生周波数ｆ１、ｆ２の両方を特定し、ハウリング周波数ｆ１を取り除くため
にノッチフィルタ（Ｑ値の高いバンドパスフィルタ）を適用し、ｆ１のみを効果的に取り
除くこととしている。このように周囲環境によるハウリングのみを取り除くため、例えば
、図３（ｂ）に示した帯域Ｆ１や、図５（ｂ）に示した帯域Ｆ２、Ｆ３といったように、
周囲環境によるハウリング以外の周波数を余分に取り除くことが無く、音質の劣化を抑え
ることが可能となる。
【００５３】
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　図８は、この第３の実施形態におけるハウリングキャンセラー制御部２０３の処理を示
すフロー図である。処理が開始されると、第１検出部２０１、第２検出部２０２にてハウ
リングの発生状況が検出される。特に、本実施形態では、第１検出部２０１にてハウリン
グ周波数ｆ１、ｆ２が、第２検出部２０２にてハウリング発生周波数ｆ２が特定される。
【００５４】
　第１検出部２０１にてハウリングを検出しない場合の処理（Ｓ３０８）は、第１の実施
形態と同様としている。本実施形態では、周囲環境によるハウリング周波数ｆ１が特定さ
れるため、第２検出部２０２にてハウリングを検出しない場合（Ｓ３０７）には、このハ
ウリング周波数ｆ１を抑制するためのハウリング抑制処理が実行される。前述の第１、第
２の実施形態では、所定のハウリング抑制処理としていたが、ここでは、ハウリング周波
数ｆ１に的を絞った処理を実行できるため、ハウリングを効果的に抑制すると共に、音質
の劣化を抑えることが可能となる。
【００５５】
　Ｓ３０４では、第１検出部２０１に、第２検出部２０２にて特定したハウリング発生周
波数ｆ２以外が含まれていないかが判定される。含まれていると判定された場合には、図
７（ｂ）で説明したような、ハウリング発生周波数ｆ１を抑制させるハウリング抑制処理
（Ｓ３０５）が実行される。一方、含まれていないと判断した場合には、発生しているハ
ウリングは、フィードバック奏法によるものだけである可能性が高いため、ハウリングキ
ャンセラー２０４によるハウリング抑制処理を実行させないように制御する（Ｓ３０６）
。
【００５６】
　以上、本発明によれば、ハウリング抑制機能を備えたカラオケ装置など、各種音響機器
において、ユーザーが外部楽器を接続しながらカラオケ歌唱を行った場合においても、フ
ィードバック奏法のような外部楽器特有の演奏効果を打ち消すことなく、歌唱音声に対し
て違和感を生じさせることもない。
【００５７】
　なお、本発明はこれらの実施形態のみに限られるものではなく、それぞれの実施形態の
構成を適宜組み合わせて構成した実施形態も本発明の範疇となるものである。
【符号の説明】
【００５８】
１００…コマンダ（カラオケ装置）、１０１…入力部、１０２…通信制御部、１０３…映
像制御部、１０４…メイン制御部、１０５、１０６…ハードディスク、１０７…音声制御
部、１０８…音源部、１０９…マイクアンプ、１１０、１１１…ＡＤ変換器、１１２…ミ
キシング部、１１３…ＤＡ変換器、１１４…プリアンプ、２００…音声信号処理部（音声
信号処理装置）、２０１…第１検出部、２０２…第２検出部、２０３…ハウリングキャン
セラー制御部、２０４…ハウリングキャンセラー、２０５…第１加工部、２０６…第２加
工部、４０１…アンプ、４０２…スピーカー、４０３…ディスプレイ装置、４０４…マイ
クロホン、４０５…エレキギター（外部楽器）
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