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(57)【要約】
　【課題】本発明は、カラオケにおける演奏に同期した
背景映像上での歌詞テロップの表示、非表示を行わせる
表示制御システムを備えるカラオケ装置に関し、利用者
による煩わしい操作を必要とせずに、歌詞テロップの同
一画面での表示、非表示を同時表示することを容易かつ
効率的に具現化することを目的とする。
　【解決手段】方向性表示部１３は、表示面上で、水平
方向における左右何れか一方の第１の角度範囲θ１内で
視認させる第１の画像４１を表示すると共に、他方の第
２の角度範囲θ２内で視認させる第２の画像４１，４２
を同時に別表示するものであり、歌詞表示制御手段が演
奏対象の歌詞テロップデータ４２を、第１の画像又は第
２の画像の何れかのうちの当該第２の画像に表示させる
ことを制御する構成とする
　【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カラオケにおける演奏に同期した歌詞テロップの表示、非表示を行わせる表示制御シス
テムを備えるカラオケ装置であって、
　方向性表示部と、歌詞表示制御手段とを有し、
　前記方向性表示部は、表示面上で、水平方向における左右の何れか一方の第１の角度範
囲内で視認させる第１の画像を表示すると共に、他方の第２の角度範囲内で視認させる第
２の画像を同時に別表示するものであり、
　前記歌詞表示制御手段は、演奏対象の歌詞テロップを前記第１の画像又は第２の画像の
何れかに表示させることを制御する、
　ことを特徴とする表示制御システムを備えるカラオケ装置。
【請求項２】
　請求項１記載の表示制御システムを備えるカラオケ装置であって、
　さらに、水平回転駆動部と、表示部角度調整部とを備え、
　前記水平回転駆動部は、前記方向性表示部の表示面を水平左右方向に回転させるもので
あり、
　前記表示部角度調整部は、前記方向性表示部の前記回転方向及び回転角度を特定して前
記水平回転駆動部を制御する、
　ことを特徴とする表示制御システムを備えるカラオケ装置。
【請求項３】
　請求項２記載の表示制御システムを備えるカラオケ装置であって、
　さらに、検出位置特定手段を備え、
　前記検出位置特定手段は、所定の検出対象を検出してその位置を特定し、
　前記表示部角度調節部は、前記検出位置特定手段で特定された検出位置が、前記第１の
角度範囲内または前記第２の角度範囲内の何れかに含まれるように、回転方向及び回転角
度を特定して前記水平回転駆動部を制御する、
　ことを特徴とする表示制御システムを備えるカラオケ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カラオケにおける演奏に同期した背景映像上での歌詞テロップの表示、非表
示を行わせる表示制御システムを備えるカラオケ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カラオケ装置においては、演奏される楽曲に関連した映像が表示され、当該表示
中に歌唱楽曲の歌詞をも表示させることが一般化している。このような中で、歌唱者の歌
唱技術の向上、満足性を向上させる新たな付加価値を備えたものが望まれる。
【０００３】
　所定の楽曲を歌唱する場合に歌詞を総て記憶しておくことで感情移入し易くなることか
ら、カラオケ装置の利用による歌唱においても歌詞を見ないで歌唱したいと望む利用者も
多く、歌詞を記憶する利用者も増えてきている。また、一方で複数人によるカラオケ装置
の利用の場合には歌唱者以外の傍聴者に対して歌詞を表示させることで演奏中での一体感
を演出させたい場合もある。逆に、歌唱者において歌詞テロップの表示で歌詞を覚えなが
ら歌唱することを望む一方で、傍聴者には映像の雰囲気を与えるために歌詞テロップを非
表示とさせたい場合もある。
【０００４】
　一方、歌詞テロップの表示、非表示について、以下の特許文献に提案されているものが
ある。特許文献１には、カラオケ装置で楽音データに基づいて演奏曲が演奏されるときに
、歌唱者による歌詞表示選択手段で歌詞テロップの非表示が選択されたときに、歌詞テロ
ップの表示が行われず、非表示モードであることの表示を行わせることが提案されている
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。
【０００５】
　また、特許文献２には、歌唱者の任意の選択で歌詞テロップを表示させないようにする
ために、パネルの歌詞表示切替ボタンが設けられて、当該歌詞表示切替ボタンが押されて
マイクに設けられているカンニングボタンが押されていないときに歌詞を非表示とさせる
ことが提案されている。
【０００６】
　ところで、同一画面で見る角度により表示内容を異ならせるディスプレイとして、以下
の特許文献３で提案されているものがある。特許文献３には、第１の方向に沿った第１の
画像を表示し、第１の方向とは異なる第２の方向の沿った第２の画像を表示させるために
、第１の画像の角度範囲（ａ１）が第２の画像の角度範囲（ａ２）と異なるように、第１
の画像及び第２の画像を表示するように適合させる対称マルチプルビュー方向ディスプレ
イが提案されている。
【０００７】
【特許文献１】特開平０９－１１４４７６号公報
【特許文献２】特許第３４２３１３７号公報
【特許文献３】特開２００５－０７８０７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１、２で提案されている何れの手法であっても、利用者による
ボタン操作が必要であることから、専ら利用者自身の判断でマニュアル操作に頼らざるを
得ず、利用者にとって煩わしさが残るという問題がある。また、カラオケ装置においては
、同一画面で歌詞テロップの表示、非表示を同時提供させるという発想性は、特許文献１
，２やその他カラオケ装置に関する先行技術の創作過程からは関連性が見いだせない。
【０００９】
　そこで、本発明は上記課題に鑑みなされたもので、利用者による煩わしい操作を必要と
せずに、歌詞テロップの同一画面での表示、非表示を同時表示することを容易かつ効率的
に具現化する表示制御システムを備えるカラオケ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、請求項１の発明では、カラオケにおける演奏に同期した歌
詞テロップの表示、非表示を行わせる表示制御システムを備えるカラオケ装置であって、
方向性表示部と、歌詞表示制御手段とを有し、前記方向性表示部は、表示面上で、水平方
向における左右の何れか一方の第１の角度範囲内で視認させる第１の画像を表示すると共
に、他方の第２の角度範囲内で視認させる第２の画像を同時に別表示するものであり、前
記歌詞表示制御手段は、演奏対象の歌詞テロップを前記第１の画像又は第２の画像の何れ
かに表示させることを制御する、構成とする。
【００１１】
　請求項２の発明では、さらに、水平回転駆動部と、表示部角度調整部とを備え、前記水
平回転駆動部は、前記方向性表示部の表示面を水平左右方向に回転させるものであり、前
記表示部角度調整部は、前記方向性表示部の前記回転方向及び回転角度を特定して前記水
平回転駆動部を制御する、構成である。
【００１２】
　請求項３の発明では、さらに、検出位置特定手段を備え、前記検出位置特定手段は、所
定の検出対象を検出してその位置を特定し、前記表示部角度調節部は、前記検出位置特定
手段で特定された検出位置が、前記第１の角度範囲内または前記第２の角度範囲内の何れ
かに含まれるように、回転方向及び回転角度を特定して前記水平回転駆動部を制御する、
構成である。
【発明の効果】
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【００１３】
　請求項１の本発明によれば、方向性表示部は、表示面上で、水平方向における左右何れ
か一方の第１の角度範囲内で視認させる第１の画像を表示すると共に、他方の第２の角度
範囲内で視認させる第２の画像を同時に別表示するものであり、歌詞表示制御手段が演奏
対象の歌詞テロップを第１の画像又は第２の画像の何れかに表示させることを制御する構
成とすることにより、歌唱者に歌詞テロップの表示又は非表示の第１の画像又は第２の画
像を視認させる一方で、傍聴者に歌詞テロップの逆の非表示又は表示の第１の画像又は第
２の画像を視認させることから、利用者による煩わしい操作を必要とせずに、歌詞テロッ
プの同一画面での表示、非表示を同時表示することを容易かつ効率的に具現化することが
できるものである。
【００１４】
　請求項２の発明によれば、さらに、水平回転駆動部が方向性表示部の表示面を水平左右
方向に回転させるものであり、表示部角度調整部が回転方向及び回転角度を特定して水平
回転駆動部を制御する構成とすることにより、歌唱者の視認位置に対して確実に歌詞テロ
ップの表示又は非表示の第１の画像又は第２の画像を視認させる一方で、傍聴者に歌詞テ
ロップの逆の非表示又は表示の第１の画像又は第２の画像を視認させることから、利用者
による煩わしい操作を必要とせずに、歌詞テロップの同一画面での表示、非表示を同時表
示することを容易かつ効率的に具現化することができるものである。
【００１５】
　請求項３の発明によれば、さらに、検出位置特定手段を備え、前記検出位置特定手段は
、所定の検出対象を検出してその位置を特定し、前記表示部角度調節部は、前記検出位置
特定手段で特定された検出位置が、前記第１の角度範囲内または前記第２の角度範囲内の
何れかに含まれるように、回転方向及び回転角度を特定して前記水平回転駆動部を制御す
る構成とすることにより、歌唱者の視認位置に対して自動的かつ確実に歌詞テロップの表
示又は非表示の第１の画像又は第２の画像を視認させる一方で、傍聴者に歌詞テロップの
逆の非表示又は表示の第１の画像又は第２の画像を視認させることから、利用者による煩
わしい操作を必要とせずに、歌詞テロップの同一画面での表示、非表示を同時表示するこ
とを容易かつ効率的に具現化することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の最良の実施形態を図により説明する。
　図１に、本発明に係る表示制御システムを備えるカラオケ装置の第１実施形態のブロッ
ク構成図を示す。図１において、カラオケ装置１１は、カラオケ本体１２と、当該カラオ
ケ本体１２に接続されるものとして、方向性表示部１３、ミキシングアンプ１４、マイク
１５、スピーカ１６及び操作パネル１７を備える。また、カラオケ本体１２は、バス２１
、中央制御部２２、ＲＯＭ２３、ＲＡＭ２４、映像ＤＢ２５、楽曲ＤＢ２６、音楽曲出力
部２７、映像再生制御部２８、入力部２９及び歌詞表示制御手段３０を適宜備える。なお
、上記各構成について、本発明の要旨と直接関連しない要素部分であっても、従前のカラ
オケ装置においても大部分が適用可能であることを示すために、装置全体を説明する。
【００１７】
　上記方向性表示部１３は、図２で示すが、表示面上で、水平方向における左右の何れか
一方の第１の角度範囲内で視認させる第１の画像を表示すると共に、他方の第２の角度範
囲内で視認させる第２の画像を同時に別表示するディスプレイであり、このようなディス
プレイとして前述の特許文献３に提案されているディスプレイを採用することができる。
操作パネル１７は、エコーや左右バランス、スピーカ１６からの出力音量のボリウム等を
備えることを基本として、ここでは歌詞テロップを第１の画像又は第２の画像の何れかに
選択的に表示させるための選択ボタンを備える。なお、上記選択的表示を操作パネル１７
からではなく、予め歌詞表示制御手段３０に設定しておくこととしてもよい。
【００１８】
　中央制御部２２は、このシステム及び装置を統括的に処理制御する物理的なＣＰＵであ
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り、ＲＯＭ２３に記憶されているプログラムに基づくアルゴリズム処理を行う。上記ＲＡ
Ｍ２４は、種々のプログラムを展開、実行させるための作業領域としての役割をなすもの
で、例えば半導体メモリで構成され、仮想的にハードディスク上に構築される場合をも含
む概念である。
【００１９】
　上記映像ＤＢ２５は、演奏される楽曲に対応した背景映像が、当該楽曲の楽曲コードに
対応した映像ファイルとして所定数格納したデータベースである。また、上記楽曲ＤＢ２
５は、演奏データ（ＭＩＤＩデータ）及び歌詞テロップデータが同期されて構成される楽
曲データ（ファイル）について楽曲コードをファイル名としてそれぞれ格納したデータベ
ースである。演奏データはそれぞれの楽曲の演奏をデジタル的に表現したデータであり、
歌詞テロップデータは演奏データに同期された楽曲の歌詞文字データである。
【００２０】
　上記音楽曲出力部２７は、楽曲コードで楽曲ＤＢ２６より抽出された演奏データをデジ
タル再生し、アナログ変換してミキシングアンプ１４に出力する電子回路である。当該ミ
キシングアンプ１４は、マイク１５より入力した歌唱者の歌唱音声と、当該音楽曲出力部
２７より送られてくる演奏データをミキシングし、増幅してスピーカ１６より出力させる
ものである。
【００２１】
　上記映像再生制御部２８は、選択された楽曲に対応する上記映像ＤＢ２５より抽出され
た背景映像のみを再生し、又は当該背景映像上に楽曲対応の上記楽曲ＤＢ２６より抽出さ
れた歌詞テロップを表示させることを基本として、ここでは後述の歌詞表示制御手段３０
からの歌詞テロップの表示、非表示の制御信号により表示制御を行うもので、詳しくは前
述の特許文献３で示される。
【００２２】
　上記入力部２９は、上記操作パネル１７からの通常の信号を入力するもので、ここでは
さらに歌詞テロップを第１の画像又は第２の画像の何れかに選択的に表示させるための選
択ボタンからの選択信号を歌詞表示制御手段３０に送出する。そして、歌詞表示制御手段
３０は、演奏対象の歌詞テロップを方向性表示部１３で第１の画像又は第２の画像の何れ
かに表示させることを制御するプログラムであり、ＲＡＭ２４に展開されて実行される。
【００２３】
　ここで、図２に、図１の方向性表示部による歌詞テロップ制御表示の説明図を示す。図
２（Ａ）において、方向性表示部１３は平面状態（上方からの状態）を示したものである
。ここでは、当該方向性表示部１３を視認する歌唱者３１と他の傍聴者３２とが方向性表
示部１３に対して左右に分かれるものとし、当該歌唱者３１が当該方向性表示部１３に対
して左側で歌唱するものとしている。これに応じて、方向性表示部１３は、表示面上で、
水平方向における左右の何れか一方（ここでは左側）の第１の角度範囲（当該方向性表示
部１３の水平方向中央部からの角度として表す）θ１を視認角度とする表示領域（視認領
域）に第１の画像を表示させ、他方の第２の角度範囲（同様に、当該方向性表示部１３の
水平方向中央部からの角度として表す）θ２を視認角度とする表示領域（視認領域）に第
２の画像を表示させる。
【００２４】
　通常のカラオケ装置では、演奏される楽曲に対応する背景映像４１を表示し、当該背景
映像４１上に歌詞テロップ（歌詞テロップデータ）４２を表示するものであり、本発明で
は、例えば、歌唱者３１には背景映像４１のみを視認させ、傍聴者には背景映像４１と歌
詞テロップ４２とを視認させるものとして、第１の画像に背景映像４１のみを表示させ（
図２（Ｂ））、第２の画像に背景映像４１と歌詞テロップ４２とを表示させている（図２
（Ｃ））。
【００２５】
　そこで、図３に、図１の歌詞テロップ制御表示の処理フローチャートを示す。図３にお
いて、まず、操作パネル１７より歌詞テロップ表示を利用者側に選択させ、選択された歌
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詞テロップ表示の選択信号を入力部２９で入力することで、歌詞表示制御手段３０に設定
される（ステップ（Ｓ）１）。続いて、利用者より歌唱楽曲の要求信号が、例えば操作パ
ネル１７等より入力されると（Ｓ２）、中央制御部２２のアルゴリズムにより、楽曲ＤＢ
２６より歌唱楽曲の楽曲データが抽出されて音楽曲出力部２７に送出され、歌詞テロップ
データ４２と、映像ＤＢより抽出された歌唱楽曲の背景映像データ４１とが映像再生制御
部２８に送出される（Ｓ３）。
【００２６】
　歌詞表示制御手段３０では、設定された歌詞テロップ表示の選択信号に従い、歌詞テロ
ップデータ４２を第２の画像に表示させる制御信号を映像再生制御部２８に送出する（Ｓ
４）。そして、映像再生制御部２８では、方向性表示部１３に、背景映像４１のみの第１
の画像を表示させると共に、当該背景映像４１及び歌詞データの歌詞テロップ４２の第２
の画像を表示させるものである（Ｓ５）。
【００２７】
　なお、上記実施形態では、歌唱者３１には演奏楽曲の背景映像４１のみを視認させ、傍
聴者３２には背景映像４１及び歌詞テロップ４２を表示させる場合を示したが、逆に、傍
聴者３２には演奏楽曲の背景映像４１のみを視認させ、歌唱者３１には背景映像４１及び
歌詞テロップ４２を表示させる場合であってもよい（すなわち、第１の画像と第２の画像
が図上で逆転されることを意味する）。これによって、傍聴者３２には、歌唱者３１が歌
詞を記憶していなくともあたかも歌詞テロップ４２を見ないで歌唱しているように思わせ
ることもできる。このことは、以下の実施形態においても同様である。
【００２８】
　このように、歌唱者３１に歌詞テロップの表示又は非表示の第１の画像又は第２の画像
を視認させる一方で、傍聴者に歌詞テロップの逆の非表示又は表示の第１の画像又は第２
の画像を視認させることから、利用者による煩わしい操作を必要とせずに、歌詞テロップ
の同一画面での表示、非表示を同時表示することを容易かつ効率的に具現化することがで
きるものである。
【００２９】
　次に、図４に、本発明に係る表示制御システムを備えるカラオケ装置の第２実施形態の
ブロック構成図を示す。図４に示すカラオケ装置１１は、図１に示す構成に、さらに水平
回転駆動部５１及び表示部角度調整部５２を備えさせたものである。上記水平回転駆動部
５１は、方向性表示部１３を水平左右方向に回転させる機構であり、回転方向及び回転角
度は表示部角度調整部５２により制御される。上記表示部角度調整部５２は、方向性表示
部１３の前記回転方向及び回転角度を特定して水平回転駆動部５１を制御するプログラム
であり、ＲＡＭ２４に展開されて実行されるものである。
【００３０】
　そこで、図５に、図４の表示部角度調整の説明図を示す。図５（Ａ）、（Ｂ）において
、方向性表示部１３は平面状態（上方からの状態）を示したものである。すなわち、図５
（Ａ）では、方向性表示部１３の全体における表示面を水平方向における左右に対して所
定角度（θ３）で右側に回転させたもので、全体表示面が右側に向かせた場合である。こ
の状態においても第１の画像（背景映像４１のみ）と第２の画像（背景映像４１及び歌詞
テロップ４２）とが同時に別表示される。
【００３１】
　また、図５（Ｂ）では、逆に、方向性表示部１３の全体における表示面を水平方向にお
ける左右に対して所定角度（θ４）で左側に回転させたもので、全体表示面が左側に向か
せた場合である。この状態においても第１の画像（背景映像４１のみ）と第２の画像（背
景映像４１及び歌詞テロップ４２）とが同時に別表示される。
【００３２】
　上記方向性表示部１３の左右方向の回転は、水平回転駆動部５１に対する表示部角度調
整部５２の回転方向及び回転角度の制御信号によるものであり、角度の制御信号は、例え
ば操作パネル１７より利用者が適宜設定することとすればよい。このような方向性表示部
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１３の回転を、例えば歌唱者３１の歌唱する場所（例えば、傍聴者３２の位置と異なるス
テージ壇上）に応じさせることに有意義である。
【００３３】
　このように、歌唱者３１の歌唱位置に対して確実に歌詞テロップの表示又は非表示の第
１の画像又は第２の画像を視認させる一方で、傍聴者３２に歌詞テロップの逆の非表示又
は表示の第１の画像又は第２の画像を視認させることから、利用者による煩わしい操作を
必要とせずに、歌詞テロップの同一画面での表示、非表示を同時表示することを容易かつ
効率的に具現化することができるものである。
【００３４】
　次に、図６に、本発明に係る表示制御システムを備えるカラオケ装置の第３実施形態の
ブロック構成図を示す。図６に示すカラオケ装置１１は、図４に示すカラオケ装置１１に
、さらに検出センサ５３及び検出位置特定手段５４を備えさせたものである。検出センサ
５３は、例えばＣＣＤセンサや３Ｄセンサ等で実現することができ、例えば方向性表示部
１３の中央上方に配置される（図８（Ａ）参照）。
【００３５】
　上記検出位置特定手段５４は、検出センサ５３からの検出情報に基づいて所定の検出対
象を検出して位置を特定して歌唱者の位置を特定するプログラムであり、ＲＡＭ２４に展
開されて実行される。検出対象として、ここでは歌唱者３１が持つマイク１５（例えば、
マイクのウインドスクリーン若しくはグリルボール）とし、この画像データが予め登録さ
れる。位置特定の処理としては、一例として、検出センサ５３からの例えば画像データ中
のマイク１５（上記ウインドスクリーン若しくはグリルボール）を抽出して特定し、検出
センサ５３からの画像データの、例えば中央位置を基準として特定した上記検出対象の左
右を特定することで、歌唱者３１の位置を特定することができるものである。なお、検出
対象は他のものでもよい。例えば、一般的な顔の特徴のデータを登録しておき、検出セン
サ５３からの画像データよりそれぞれの顔特徴を認識し、予め設定した最も右側にいる者
又は最も左側にいる者を歌唱者３１として特定させることとすることで実現することがで
きる。
【００３６】
　上記検出センサ５３及び検出位置特定手段５４の構成に対して、表示部角度調整部５２
は、検出位置特定手段５４で特定された歌唱３１の位置から、ここでは歌唱者３１の第１
の画像を視認表示させるべく回転方向及び回転角度を特定して水平回転駆動部５１を制御
する。
【００３７】
　そこで、図７に図６の歌詞テロップ制御表示の処理フローチャートを示すと共に、図８
に図６の歌詞テロップ制御表示の説明図を示す。まず、検出センサ５３は、図８（Ａ）に
示すように、方向性表示部１３の中央上方に配置される。なお、検出センサ５３の配置位
置は、センサ検出データ（例えば画像データ）中の方向表示部１３の例えば表示中央部の
位置を特定又は設定させておけば、何れであってもよい。
【００３８】
　図７において、まず、検出センサ５３で検出したデータ（例えば画像データ）が検出位
置特定手段５４に入力される（Ｓ１１）。検出位置特定手段５４では、検出データ中から
、マイク１５を認識し、当該マイク１５の左右方向の位置を特定し、歌唱者３１の位置を
特定する（Ｓ１２）。表示部角度調整部５２では、特定された歌唱者３１の位置から、当
該歌唱者３１に第１の画像が視認される方向性表示部の水平方向の回転方向及び回転角度
を決定して駆動制御信号を水平回転駆動部５１に送出する（Ｓ１３）。そして、水平回転
駆動部５１が、表示部角度調整部５２からの決定された回転方向及び回転角度の駆動信号
に応じて方向性表示部１３を水平方向に対して回転駆動させるものである（Ｓ１４）。
【００３９】
　例えば、マイク１５（例えば、上記ウインドスクリーン若しくはグリルボール）が、図
８（Ｂ）に示すように、検出センサ５３（方向性表示部１３）に対して右側にある場合に
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は、歌唱者３１の位置に第１の画像（背景映像４１のみ）が入る回転方向（右方向）及び
回転角度θ５が決定されて、当該方向性表示部１３を回転させる。また、マイク１５（例
えば、上記ウインドスクリーン若しくはグリルボール）が、図８（Ｃ）に示すように、方
向性表示部１３に対して左側にある場合には、歌唱者３１の位置に第１の画像（背景映像
４１のみ）が入る回転方向（左方向）及び回転角度θ６が決定されて、当該方向性表示部
１３を回転させるものである。
【００４０】
　なお、上記実施例では、表示部角度調整部５２は、検出位置が第１の角度範囲内ないし
第２の角度範囲内の何れかに含まれるように水平回転駆動部５１を制御するが、当該回転
角度を小さくするように、歌詞表示制御手段３０が、第１の画像と第２の画像の歌詞テロ
ップの表示を入れ替え、第１の角度範囲と第２の角度範囲を反転させ、検出対象に対して
上記実施例と同じ、反転した第１の角度範囲内ないし第２の角度範囲内の何れかに含まれ
るように回転角度比較手段（図示省略）を付帯させても良い。例えば、方向性表示部１３
に対向して左右に利用者がいる場合（「図２のＡ」参照）に、検出対象（歌唱者）が左右
に入れ替わった際には、この機能を併用するのが好ましい。
【００４１】
　このように、歌唱者３１の位置に対して自動的かつ確実に歌詞テロップの表示又は非表
示の第１の画像又は第２の画像を視認させる一方で、傍聴者３２に歌詞テロップの逆の非
表示又は表示の第１の画像又は第２の画像を視認させることから、利用者による煩わしい
操作を必要とせずに、歌詞テロップの同一画面での表示、非表示を同時表示することを容
易かつ効率的に具現化することができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明の表示制御システムを備えるカラオケ装置は、カラオケ装置に歌詞テロップの表
示、非表示を行わせるカラオケ産業上に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明に係る表示制御システムを備えるカラオケ装置の第１実施形態のブロック
構成図である。
【図２】図１の方向性表示部による歌詞テロップ制御表示の説明図である。
【図３】図１の歌詞テロップ制御表示の処理フローチャートである。
【図４】本発明に係る表示制御システムを備えるカラオケ装置の第２実施形態のブロック
構成図である。
【図５】図４の表示部角度調整の説明図である。
【図６】本発明に係る表示制御システムを備えるカラオケ装置の第３実施形態のブロック
構成図である。
【図７】図６の歌詞テロップ制御表示の処理フローチャートである。
【図８】図６の歌詞テロップ制御表示の説明図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１１　　　　　　カラオケ装置
　１２　　　　　　カラオケ本体
　１３　　　　　　方向性表示部
　２５　　　　　　映像ＤＢ
　２６　　　　　　楽曲ＤＢ
　２８　　　　　　映像再生制御部
　３０　　　　　　歌詞表示制御手段
　３１　　　　　　歌唱者
　３２　　　　　　傍聴者
　４１　　　　　　第１の画像
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　４２　　　　　　第２の画像
　５１　　　　　　水平回転駆動部
　５２　　　　　　表示部角度調整部
　５３　　　　　　検出センサ
　５４　　　　　　検出位置特定手段

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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