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(57)【要約】
【課題】楽曲演奏を録音するのに好適な録音装置を提供
する。
【解決手段】入力された音声信号を記録媒体（ＩＣメモ
リ５）に録音する録音部（記録再生部４）と、前記入力
された音声信号に含まれ得る所定の楽器から出力される
特定音に対応する特定の音声信号を検出する検出部１０
と、検出部１０での検出結果に基づいて前記録音部の動
作を制御する制御部１１とを備える録音装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された音声信号を記録媒体に録音する録音部と、
　前記入力された音声信号に含まれ得る所定の楽器から出力される特定音に対応する特定
の音声信号を検出する検出部と、
　前記検出部での検出結果に基づいて前記録音部の動作を制御する制御部とを備えること
を特徴とする録音装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記検出部が前記特定の音声信号を検出してから一定時間経過後に録音部に録音開始若
しくは録音再開をさせる、又は、前記検出部が前記特定の音声信号を検出してから一定時
間経過後を演奏の開始位置として演奏開始インデックスを作成することを特徴とする請求
項１に記載の録音装置。
【請求項３】
　前記検出部は、
　前記入力された音声信号の特定の周波数成分が一定レベル以上である場合に、前記特定
の周波数成分を前記特定の音声信号として検出することを特徴とする請求項１または請求
項２に記載の録音装置。
【請求項４】
　前記検出部は、
　前記入力された音声信号の特定の周波数成分が所定時間内に特定のリズムで発生してい
る場合に、前記特定の周波数成分を前記特定の音声信号として検出することを特徴とする
請求項１～３のいずれか１項に記載の録音装置。
【請求項５】
　前記特定の周波数成分が複数の周波数成分の組み合わせであることを特徴とする請求項
３または請求項４に記載の録音装置。
【請求項６】
　前記所定の楽器から出力される特定音に関する情報を表示する表示部を備えることを特
徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の録音装置。
【請求項７】
　前記入力された音声信号に含まれ得る特定の歌声を検出する歌声検出部を備え、
　前記制御部が、前記検出部での検出結果及び前記歌声検出部での検出結果に基づいて前
記録音部の動作を制御することを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の録音装
置。
【請求項８】
　前記入力された音声信号に含まれ得る特定の歌声を検出する歌声検出部を備え、
　前記制御部が、前記検出部での検出結果及び前記歌声検出部での検出結果に基づいて前
記録音部の動作を制御し、
　前記表示部が、前記所定の楽器から出力される特定音に関する情報及び前記特定の歌声
に関する情報を表示することを特徴とする請求項６に記載の録音装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声信号を録音する録音装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣレコーダ等の録音装置は、例えば、インタビューや会話等の録音、会議等の録音、
講義等の録音、楽器演奏等の録音に利用される。
【０００３】
　上記の録音装置においては、データを圧縮しないリニアＰＣＭ（Pulse Code Modulatio
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n）形式により高音質な録音を行う製品（いわゆるリニアＰＣＭレコーダ）の人気が高ま
っている。リニアＰＣＭレコーダは、上記の通り高音質な録音ができるため、音楽関係者
が楽器演奏等を録音する際に利用されることが多い。
【０００４】
　楽器演奏を録音する場合、ユーザは演奏のために両手がふさがっていることがほとんど
である。また、バンド練習を録音する場合、複数の楽器による演奏全体をバランス良く録
音するためには各楽器の演奏者から離れたところに録音装置を置くことが必要となる。そ
うすると、ユーザはいったん楽器から手を離してあらかじめ録音状態にしておいた録音装
置を演奏位置から離れた場所に置いてから演奏位置まで戻って演奏を開始し、演奏終了後
、再び録音装置を置いた場所まで行って録音装置の録音状態を解除する必要がある。この
ため、演奏部分のみを録音したい場合であっても、演奏部分の前後の不要部分も録音され
てしまうという不都合が生じる。
【０００５】
　また、上記の録音装置には、マイクロホン等によって得られた音声信号を解析し、音声
信号のレベルが予め設定された閾値以上になったときに自動的に録音を開始し、音声信号
のレベルが予め設定された閾値を下回ると録音が自動的に停止する自動録音機能を搭載し
たものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１０７０４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、バンド練習時には演奏前後にバンドメンバー同士の話し合いや楽器の調
整等が通常行われるので、上記の自動録音機能を用いて録音を行うと、演奏部分のみを録
音したい場合であっても、演奏部分の前後の不要部分も録音されてしまうという不都合が
生じるおそれがある。
【０００８】
　なお、特許文献１では、開始キーワードを音声認識によって検出すると録音を開始し、
終了キーワードを音声認識によって検出すると録音を終了する会話記録装置が開示されて
いる。特許文献１で開示されている会話記録装置は、開始キーワードと終了キーワードを
辞書データに登録する必要があり、また、マイクロホン等によって得られた音声信号を常
時音声認識しておく必要があり、装置が大がかりになるという問題を有している。
【０００９】
　本発明は、上記の状況に鑑み、楽曲演奏を録音するのに好適な録音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】
　上記目的を達成するために本発明に係る録音装置は、入力された音声信号を記録媒体に
録音する録音部と、前記入力された音声信号に含まれ得る所定の楽器から出力される特定
音に対応する特定の音声信号を検出する検出部と、前記検出部での検出結果に基づいて前
記録音部の動作を制御する制御部とを備える構成（第１の構成）とする。
【００１１】
　また、上記第１の構成の録音装置において、前記制御部は、前記検出部が前記特定の音
声信号を検出してから一定時間経過後に録音部に録音開始若しくは録音再開をさせる、又
は、前記検出部が前記特定の音声信号を検出してから一定時間経過後を演奏の開始位置と
して演奏開始インデックスを作成する構成（第２の構成）としてもよい。
【００１２】
　また、上記第１又は第２の構成の録音装置において、前記検出部は、前記入力された音
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声信号の特定の周波数成分が一定レベル以上である場合に、前記特定の周波数成分を前記
特定の音声信号として検出する構成（第３の構成）としてもよく、あるいは、前記入力さ
れた音声信号の特定の周波数成分が一定レベル以上であり且つ前記入力された音声信号全
体に対して一定以上の割合を占めている場合に、前記特定の周波数成分を前記特定の音声
信号として検出する構成（第４の構成）としてもよい。
【００１３】
　また、上記第１～第４のいずれかの構成の録音装置において、前記検出部は、前記入力
された音声信号の特定の周波数成分が所定時間内に特定のリズムで発生している場合に、
前記特定の周波数成分を前記特定の音声信号として検出する構成（第５の構成）としても
よい。
【００１４】
　また、上記第３～第５のいずれかの構成の録音装置において、前記特定の周波数成分が
複数の周波数成分の組み合わせである構成（第６の構成）としてもよい。なお、複数の周
波数成分は同時に発生してもよく、各周波数成分が異なる時間で発生してもよい。
【００１５】
　また、上記第１～第６のいずれかの構成の録音装置において、前記所定の楽器から出力
される特定音に関する情報を表示する表示部を備える構成（第７の構成）としてもよい。
【００１６】
　また、上記第１～第７のいずれかの構成の録音装置において、前記入力された音声信号
に含まれ得る特定の歌声を検出する歌声検出部を備え、前記制御部が、前記検出部での検
出結果及び前記歌声検出部での検出結果に基づいて前記録音部の動作を制御する構成（第
８の構成）としてもよい。
【００１７】
　また、上記第７の構成の録音装置において、前記入力された音声信号に含まれ得る特定
の歌声を検出する歌声検出部を備え、前記制御部が、前記検出部での検出結果及び前記歌
声検出部での検出結果に基づいて前記録音部の動作を制御し、前記表示部が、前記所定の
楽器から出力される特定音に関する情報及び前記特定の歌声に関する情報を表示する構成
（第９の構成）としてもよい。
【００１８】
　また、上記第８又は第９の構成の録音装置において、前記歌声検出部は、前記特定の歌
声を変更することができる構成（第１０の構成）としてもよい。
【００１９】
　また、上記第１～第１１のいずれかの構成の録音装置において、前記検出部は、前記特
定の音声信号を変更することができる構成（第１１の構成）としてもよい。
【００２０】
　また、上記第１～第１１のいずれかの構成の録音装置において、前記特定の音声信号及
び前記特定の歌声の少なくとも一方を再生する再生部を備える構成としてもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る録音装置によると、所定の楽器を用いて録音動作を遠隔制御することがで
きるので、遠隔制御から楽器演奏への移行、あるいは、楽器演奏から遠隔制御への移行が
スムーズに行く。したがって、楽曲演奏を録音するのに好適である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１実施形態に係る録音装置の構成を示すブロック図である。
【図２】所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定である場合
の本発明の第１実施形態に係る録音装置の録音動作を示すフローチャートである。
【図３】検出部の構成例を示す図である。
【図４】検出部の他の構成例を示す図である。
【図５】検出部の更に他の構成例を示す図である。
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【図６】表示部の表示画面例を示す図である。
【図７】バンドパスフィルタ部の構成例を示す図である。
【図８】バンドパスフィルタ部の他の構成例を示す図である。
【図９】所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定である場合
の本発明の第２実施形態に係る録音装置の録音動作を示すフローチャートである。
【図１０】歌声検出部の一例を示す図である。
【図１１】歌声の基本周波数を示す図である。
【図１２】表示部の他の表示画面例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の実施形態について図面を参照して以下に説明する。
【００２４】
＜＜第１実施形態＞＞
＜装置の構成＞
　本発明の第１実施形態に係る録音装置の構成を図１に示す。本発明の第１実施形態に係
る録音装置は、リニアＰＣＭ形式での録音が可能なＩＣレコーダであって、マイクロホン
１と、増幅部２と、Ａ／Ｄ変換部３と、記録再生部４と、ＩＣメモリ５と、Ｄ／Ａ変換部
６と、増幅部７と、スピーカ８と、ＣＰＵ９と、操作部１２と、表示部１３とを備えてい
る。
【００２５】
　ＣＰＵ９は、録音装置内全体の駆動動作を制御している。また、ＣＰＵ９は、所定の楽
器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出する検出部１０と、検出部１０
での検出結果に基づいて記録再生部４の動作を制御する制御部１１とを有している。
【００２６】
　マイクロホン１は、集音した音声を電気信号である音声信号に変換する。増幅部２は、
マイクロホン１から出力される音声信号を増幅する。Ａ／Ｄ変換部３は、増幅部２から出
力されるアナログ信号をデジタル信号に変換する。Ａ／Ｄ変換部３から出力されるデジタ
ル音声信号は、記録再生部４とＣＰＵ９とに供給される。
【００２７】
　記録再生部４は、ＣＰＵ９からの指示に従って、記録処理（録音処理）や再生処理を実
行する。記録再生部４は、記録処理実行時において、リニアＰＣＭ形式で録音する場合に
は、Ａ／Ｄ変換部３から出力されるデジタル音声信号を圧縮せずにＩＣメモリ５に記録し
、リニアＰＣＭ形式とは異なる形式で録音する場合には、Ａ／Ｄ変換部３から出力される
デジタル音声信号に対して圧縮符号化処理を施し、その結果得られる圧縮符号化信号をＩ
Ｃメモリ５に記録する。また、記録再生部４は、再生処理実行時において、リニアＰＣＭ
形式で録音された信号を再生する場合には、ＩＣメモリ５から読み出した非圧縮信号をＤ
／Ａ変換部６に出力し、リニアＰＣＭ形式とは異なる形式で録音された信号を再生する場
合には、ＩＣメモリ５から読み出した圧縮符号化信号を伸長して復号し、その結果得られ
るデジタル音声信号をＤ／Ａ変換部６に出力する。
【００２８】
　Ｄ／Ａ変換部６は、記録再生部４から出力されるデジタル信号をアナログ信号に変換す
る。増幅部７は、Ｄ／Ａ変換部６から出力されるアナログ音声信号を増幅する。スピーカ
８は、増幅部７から出力される増幅されたアナログ音声信号に基づいて音声を再生出力す
る。
【００２９】
　操作部１２は、ユーザの操作内容に応じた操作信号をＣＰＵ９に出力する。ＣＵＰ９は
、操作部１２から出力される操作信号に基づいて、録音動作、再生動作等の各種動作に関
する制御や各種設定を行う。
【００３０】
　表示部１３は、ＣＰＵ９からの指示に従って、動作状態や各種設定の状態などを表示す



(6) JP 2011-198348 A 2011.10.6

10

20

30

40

50

る。
【００３１】
＜録音動作＞
　次に、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定である場合
の本発明の第１実施形態に係る録音装置の録音動作について、図１及び図２を参照して説
明する。図２は、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定で
ある場合の本発明の第１実施形態に係る録音装置の録音動作を示すフローチャートである
。なお、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードは、本発明の第１実施
形態に係る録音装置の電源がユーザの操作部１２に対する操作により投入されると自動的
にオン設定になってもよく、ユーザの操作部１２に対する所定のキー操作によってオフ設
定からオン設定に移行するようにしてもよく、本発明の第１実施形態に係る録音装置が一
定以上の音量を検出するとオフ設定からオン設定に移行するようにしてもよく、検出部１
０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号（後述するステップＳ１
０において検出を試みる特定の音声信号と同じであっても異なっていてもよく、後述する
ステップＳ３０において検出を試みる特定の音声信号と同じであっても異なっていてもよ
い）を検出するとオン設定からオフ設定に移行するようにしてもよい。本発明の第１実施
形態に係る録音装置における一定以上の音量の検出は、例えば、Ａ／Ｄ変換部３から出力
されるデジタル音声信号のレベルが予め設定された閾値以上であるかをＣＰＵ９が判定す
ることで実現可能である。
【００３２】
　所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定になると、まず始
めに、検出部１０は、所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号の検出
を試みる（ステップＳ１０）。
【００３３】
　検出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出しなけ
れば（ステップＳ１０のＮＯ）、ステップＳ１０にとどまる。
【００３４】
　一方、検出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出
すれば（ステップＳ１０のＹＥＳ）、制御部１１は、記録再生部４に対して録音開始又は
録音再開の指示を出し（ステップＳ２０）、その後ステップＳ３０に移行する。なお、検
出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出すると、た
だちに制御部１１が記録再生部４に対して録音開始又は録音再開の指示を出すようにして
もよいが、録音開始時又は録音再開時に特定の音声信号が録音されることを回避するため
に、検出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出して
から一定時間（例えば５秒）経過後に、制御部１１が記録再生部４に対して録音開始又は
録音再開の指示を出すようにすることが望ましい。
【００３５】
　ステップＳ３０において、検出部１０は、所定の楽器から出力される特定音に対応する
特定の音声信号の検出を試みる（ステップＳ３０）。なお、ステップＳ３０において検出
を試みる特定の音声信号は、ステップＳ１０において検出を試みる特定の音声信号と同じ
であっても異なっていてもよい。
【００３６】
　検出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出しなけ
れば（ステップＳ３０のＮＯ）、ステップＳ３０にとどまる。これにより、録音が継続さ
れる。
【００３７】
　一方、検出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出
すれば（ステップＳ３０のＹＥＳ）、制御部１１は、記録再生部４に対して録音保留（録
音の一時停止）の指示を出し（ステップＳ４０）、その後ステップＳ１０に戻る。なお、
検出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出した場合
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、その特定の音声信号まで録音するようにしてもよいが、録音保留時に特定の音声信号が
録音されることを回避するために、特定の音声信号が記録再生部４に入力される時点より
一定時間（例えば５秒）前に、制御部１１が記録再生部４に対して録音保留の指示を出す
ようにすることが望ましい。この場合、例えば、一定時間分の音声信号を記憶することが
できるリングバッファであるＦＩＦＯ（First-In/First-Out）メモリを、Ａ／Ｄ変換部３
と記録再生部４との間に設けるようにするとよい。
【００３８】
　そして、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定からオフ
設定に切り替わると、ただちに録音待機状態の解除又は録音の停止を実行し、図２に示す
フローチャートの動作を終了する。なお、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔
制御モードは、本発明の第１実施形態に係る録音装置の電源がユーザの操作部１２に対す
る操作により切断されると自動的にオフ設定になってもよく、ユーザの操作部１２に対す
る所定のキー操作によってオン設定からオフ設定に移行するようにしてもよく、検出部１
０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号（ただし、ステップＳ１
０において検出を試みる特定の音声信号、ステップＳ３０において検出を試みる特定の音
声信号とは異なる信号）を検出するとオン設定からオフ設定に移行するようにしてもよい
。
【００３９】
　また、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定である際に
は、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定であることをユ
ーザに提示することが望ましい。かかる提示方法としては、例えば、本発明の第１実施形
態に係る録音装置にＬＥＤランプを設け、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔
制御モードがオン設定であるときにＬＥＤランプを点灯させ、所定の楽器から出力される
特定音に基づく遠隔制御モードがオフ設定であるときにＬＥＤランプを消灯させる方法が
挙げられる。
【００４０】
　より望ましくは、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定
であるときに、録音中であるか録音中でないかをユーザに提示するとよい。かかる提示方
法としては、例えば、本発明の第１実施形態に係る録音装置にＬＥＤランプを設け、所定
の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定であって録音中であると
きにＬＥＤランプを点滅させ、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モード
がオン設定であるが録音中ではないときにＬＥＤランプを点灯させ、所定の楽器から出力
される特定音に基づく遠隔制御モードがオフ設定であるときにＬＥＤランプを消灯させる
方法が挙げられる。
【００４１】
　上記のような録音動作により、ユーザは録音開始、録音再開、及び録音保留を所定の楽
器を用いて遠隔制御することができる。したがって、例えばバンド練習を録音する場合に
、演奏部分の前後の不要部分が録音されることを容易に防止することができ、ＩＣメモリ
５の容量を無駄に消費することを容易に防止することができ、ＩＣメモリ５の使用効率を
向上させることができる。
【００４２】
　リモコン送信機を用いて遠隔制御を行う場合は、リモコン送信機を手に持つ必要がある
ため、リモコン送信機を用いた遠隔制御から楽器演奏への移行、あるいは、楽器演奏から
リモコン送信機を用いた遠隔制御への移行がスムーズに行かないのに対して、本発明の第
１実施形態に係る録音装置では、所定の楽器を用いた遠隔制御が可能であるので、遠隔制
御から楽器演奏への移行、あるいは、楽器演奏から遠隔制御への移行がスムーズに行くと
いう利点がある。
【００４３】
　また、リモコン送信機を用いて遠隔制御を行う場合は、リモコン送信機と、リモコン送
信機からのリモコン信号を受信するリモコン受信部とが必要となるため、大幅なコストア
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ップになるのに対して、本発明の第１実施形態に係る録音装置では、検出部１０及び制御
部１１の追加ですむので、大幅なコストアップにならないという利点もある。
【００４４】
＜特定の音声信号＞
　所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号としては、例えば以下のよ
うなものが考えられる。
１．１つの特定周波数成分のみからなる音声信号（例えば、ギターの開放弦のコードＡに
よる１１０Ｈｚ成分のみからなる音声信号）
２．複数の特定周波数成分のみからなる音声信号（例えば、ギターの開放弦のコードＡに
よる１１０Ｈｚ成分及びギターの開放弦のコードＤによる１４６．８３２４Ｈｚ成分のみ
からなる音声信号）
３．１つの特定周波数成分のみからなり所定時間内に特定のリズムで発生している音声信
号（例えば、５秒間の間に２つの１１０Ｈｚ成分が１秒間隔で発生している音声信号）
４．複数の特定周波数成分のみからなり所定時間内に特定のリズムで発生している音声信
号（例えば、８秒間の間に２つの１１０Ｈｚ成分と１つの１４６．８３２４Ｈｚ成分とが
１１０Ｈｚ成分、１４６．８３２４Ｈｚ成分、１１０Ｈｚ成分の順で各々が１秒間隔で発
生している音声信号）
５．複数の特定周波数成分の少なくとも一つを含む音声信号（例えば、ギターの開放弦の
コードＡによる１１０Ｈｚ成分及びギターの開放弦のコードＤによる１４６．８３２４Ｈ
ｚ成分の少なくとも一つを含む音声信号）
６．上記１．～上記５．いずれかの音声信号であって、特定周波数成分に幅を持たせた音
声信号（例えば、１１０～１２０Ｈｚ成分のみからなる音声信号）
【００４５】
＜特定周波数成分の検出方法＞
　上記の特定周波数成分の検出方法としては、例えば以下のようなものが考えられる。
１．バンドパスフィルタを用いた特定周波数成分の検出方法
２．フーリエ変換を用いた特定周波数成分の検出方法
【００４６】
　まず、バンドパスフィルタを用いた特定周波数成分の検出方法について説明する。バン
ドパスフィルタを用いた特定周波数成分の検出方法を実施する場合、検出部１０を例えば
図３に示すような構成にするとよい。図３に示す構成例では、検出部１０は、バンドパス
フィルタ部１０１と、パワー値算出部１０２と、判定部１０３とを備えている。
【００４７】
　バンドパスフィルタ部１０１は、Ａ／Ｄ変換部３（図１参照）から出力されるデジタル
音声信号から特定周波数成分のみを抽出してパワー値算出部１０２に出力する。パワー値
算出部１０２は、バンドパスフィルタ部１０１通過後の音声信号（特定周波数成分の信号
）のパワー値（振幅の２乗の単位時間当たりの平均値）を算出し、算出したパワー値を判
定部１０３に出力する。判定部１０３は、バンドパスフィルタ部１０１通過後の音声信号
のパワー値とあらかじめ設定されている閾値とを比較する。バンドパスフィルタ部１０１
通過後の音声信号のパワー値があらかじめ設定されている閾値以上である場合、判定部１
０３は、特定の周波数成分を検出したと判定し、所定の楽器から出力される特定音に対応
する特定の音声信号を検出したと判定する。これに対して、バンドパスフィルタ部１０１
通過後の音声信号のパワー値があらかじめ設定されている閾値未満である場合、判定部１
０３は、特定の周波数成分を検出していないと判定し、所定の楽器から出力される特定音
に対応する特定の音声信号を検出していないと判定する。
【００４８】
　また、バンドパスフィルタを用いた特定周波数成分の検出方法を実施する場合、検出部
１０を図４示すような構成にしてもよい。図４に示す構成例では、検出部１０は、バンド
パスフィルタ部１０１と、パワー値算出部１０２及び１０４と、判定部１０５とを備えて
いる。
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【００４９】
　バンドパスフィルタ部１０１は、Ａ／Ｄ変換部３から出力されるデジタル音声信号から
特定周波数成分のみを抽出してパワー値算出部１０２に出力する。パワー値算出部１０２
は、バンドパスフィルタ部１０１通過後の音声信号のパワー値Ｐ２を算出し、算出したパ
ワー値Ｐ２を判定部１０５に出力する。パワー値算出部１０４は、バンドパスフィルタ部
１０１通過前の音声信号（Ａ／Ｄ変換部３から出力されるデジタル音声信号）のパワー値
Ｐ１を算出し、算出したパワー値Ｐ１を判定部１０５に出力する。判定部１０５は、パワ
ー値算出部１０２から出力されたパワー値Ｐ２をパワー値算出部１０４から出力されたパ
ワー値Ｐ１で除算し、その除算によって得られたパワー値比Ｐ２／Ｐ１とあらかじめ設定
されている閾値とを比較する。パワー値比Ｐ２／Ｐ１があらかじめ設定されている閾値以
上である場合、判定部１０５は、特定の周波数成分を検出したと判定し、所定の楽器から
出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出したと判定する。これに対して、パワ
ー値比Ｐ２／Ｐ１があらかじめ設定されている閾値未満である場合、判定部１０５は、特
定の周波数成分を検出していないと判定し、所定の楽器から出力される特定音に対応する
特定の音声信号を検出していないと判定する。
【００５０】
　なお、判定部１０５が、パワー値算出部１０２から出力されたパワー値Ｐ２とあらかじ
め設定されている第１の閾値とを比較し、パワー値算出部１０２から出力されたパワー値
Ｐ２をパワー値算出部１０４から出力されたパワー値Ｐ１で除算し、その除算によって得
られたパワー値比Ｐ２／Ｐ１とあらかじめ設定されている第２の閾値とを比較するように
してもよい。この場合、パワー値比Ｐ２があらかじめ設定されている第１の閾値以上であ
り、かつパワー値比Ｐ２／Ｐ１があらかじめ設定されている第２の閾値以上である場合、
判定部１０５は、特定の周波数成分を検出したと判定し、所定の楽器から出力される特定
音に対応する特定の音声信号を検出したと判定する。そして、パワー値比Ｐ２があらかじ
め設定されている第１の閾値未満、及び／又は、パワー値比Ｐ２／Ｐ１があらかじめ設定
されている第２の閾値未満の場合、判定部１０５は、特定の周波数成分を検出していない
と判定し、所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出していない
と判定する。
【００５１】
　図４に示す構成例では、所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号が
ホワイトノイズによって誤検出されることを抑制することができる。
【００５２】
　続いて、フーリエ変換を用いた特定周波数成分の検出方法について説明する。フーリエ
変換を用いた特定周波数成分の検出方法を実施する場合、検出部１０を例えば図５に示す
ような構成にするとよい。図５に示す構成例では、検出部１０は、プリエンファシス部１
０６と、ハミング窓部１０７と、高速フーリエ変換部１０８と、パワー値算出部１０９と
、判定部１１０とを備えている。
【００５３】
　プリエンファシス部１０６は、Ａ／Ｄ変換部３（図１参照）から出力されるデジタル音
声信号に対してスペクトルの平坦化（プリエンファシス）を行ってからハミング窓部１０
７に出力する。ハミング窓部１０７は、プリエンファシス後のデジタル音声信号に対して
窓掛けを行ってから高速フーリエ変換部１０８に出力する。高速フーリエ変換部１０８は
、窓掛けされたデジタル音声信号に高速フーリエ変換を施して周波数領域のデジタル音声
信号に変換してからパワー値算出部１０９に出力する。パワー値算出部１０９は、周波数
領域のデジタル音声信号に含まれる特定の周波数成分のパワー値（特定の周波数成分のス
ペクトルの実部と虚部の２乗値）を算出し、算出したパワー値を判定部１１０に出力する
。判定部１１０は、特定の周波数成分のパワー値とあらかじめ設定されている閾値とを比
較する。特定の周波数成分のパワー値があらかじめ設定されている閾値以上である場合、
判定部１１０は、特定の周波数成分を検出したと判定し、所定の楽器から出力される特定
音に対応する特定の音声信号を検出したと判定する。これに対して、特定の周波数成分の
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パワー値があらかじめ設定されている閾値未満である場合、判定部１１０は、特定の周波
数成分を検出していないと判定し、所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音
声信号を検出していないと判定する。
【００５４】
　なお、パワー値算出部１０９が、周波数領域のデジタル音声信号に含まれる特定の周波
数成分のパワー値Ｐ３と周波数領域のデジタル音声信号に含まれる全ての周波数成分のパ
ワー値Ｐ４とを算出し、算出したパワー値Ｐ３及びＰ４を判定部１１０に出力するように
してもよい。この場合、判定部１１０の動作は例えば以下の２つが考えられる。
【００５５】
　一つ目の判定部１１０の動作について説明する。判定部１１０が、パワー値Ｐ３をパワ
ー値Ｐ４で除算し、その除算によって得られたパワー値比Ｐ３／Ｐ４とあらかじめ設定さ
れている閾値とを比較する。パワー値比Ｐ３／Ｐ４があらかじめ設定されている閾値以上
である場合、判定部１１０は、特定の周波数成分を検出したと判定し、所定の楽器から出
力される特定音に対応する特定の音声信号を検出したと判定する。これに対して、パワー
値比Ｐ３／Ｐ４があらかじめ設定されている閾値未満である場合、判定部１１０は、特定
の周波数成分を検出していないと判定し、所定の楽器から出力される特定音に対応する特
定の音声信号を検出していないと判定する。
【００５６】
　次に、二つ目の判定部１１０の動作について説明する。判定部１１０が、パワー値Ｐ３
とあらかじめ設定されている第１の閾値とを比較し、パワー値Ｐ３をパワー値Ｐ４で除算
し、その除算によって得られたパワー値比Ｐ３／Ｐ４とあらかじめ設定されている第２の
閾値とを比較するようにしてもよい。パワー値Ｐ３があらかじめ設定されている第１の閾
値以上であり、かつパワー値比Ｐ３／Ｐ４があらかじめ設定されている第２の閾値以上で
ある場合、判定部１１０は、特定の周波数成分を検出したと判定し、所定の楽器から出力
される特定音に対応する特定の音声信号を検出したと判定する。これに対して、パワー値
Ｐ３があらかじめ設定されている第１の閾値未満、及び／又は、パワー値比Ｐ３／Ｐ４が
あらかじめ設定されている第２の閾値未満の場合、判定部１１０は、特定の周波数成分を
検出していないと判定し、所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を
検出していないと判定する。
【００５７】
　上記のように判定部１１０がパワー値比Ｐ３／Ｐ４に基づいて判定を行う構成例では、
所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号がホワイトノイズによって誤
検出されることを抑制することができる。
【００５８】
＜特定の音声信号に関する情報の提示＞
　本発明の第１実施形態に係る録音装置は、特定の音声信号に関する情報を提示すること
ができる。例えば、図６（ａ）や図６（ｂ）に示す表示部１３の表示画面例のように、現
在設定されている特定の音声信号をハイライト表示してもよく、他の手法で現在設定され
ている特定の音声信号をユーザに知らせるようにしてもよい。さらに、特定の音声信号を
あらかじめＩＣメモリ５に記憶しておき、ユーザが操作部１２に対して所定のキー操作を
すると、現在設定されている特定の音声信号がＩＣメモリ５から読み出されて再生される
ことが望ましい。これにより、ユーザはどのような音を演奏すれば遠隔制御が可能となる
のかを実際の音で認識することができる。
【００５９】
　また、特定の音声信号を複数用意しておき、それらを例えば図６（ａ）や図６（ｂ）に
示す表示部１３の表示画面例のように表示し、ユーザが操作部１２の上下キーを押下する
ことでハイライト表示の位置が変更され、ユーザが操作部１２の決定キーを押下すること
でハイライト表示されている選択肢が特定の音声信号として設定されるようにすることで
、特定の音声信号を変更することができるようにしてもよい。
【００６０】
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　上記のように特定の音声信号を複数用意する場合に、バンドパスフィルタを用いた特定
周波数成分の検出方法を採用するのであれば、図３や図４に示す検出部１０の構成例にお
いて、バンドパスフィルタ部１０１を図７に示すように通過帯域が可変する可変バンドパ
スフィルタとしてもよく、あるいは、バンドパスフィルタ部１０１を図８に示すように複
数の通過帯域がそれぞれ異なる複数のバンドパスフィルタとそれらの少なくとも一つを選
択するスイッチ部とで構成してもよい。
【００６１】
　また、上記のように特定の音声信号を複数用意する場合に、フーリエ変換を用いた特定
周波数成分の検出方法を採用するのであれば、図５に示す検出部１０の構成例において、
パワー値算出部１０９を特定の周波数成分を変更できる構成にするとよい。
【００６２】
＜＜第２実施形態＞＞
＜装置の構成＞
　本発明の第２実施形態に係る録音装置の構成について説明する。本発明の第２実施形態
に係る録音装置のブロック図は、本発明の第１実施形態に係る録音装置のブロック図と同
一であり、図１に示すようになる。ただし、本発明の第２実施形態に係る録音装置と本発
明の第１実施形態に係る録音装置とでは、記録再生部４及びＣＰＵ９の動作が互いに異な
る。
【００６３】
＜録音動作＞
　次に、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定である場合
の本発明の第２実施形態に係る録音装置の録音動作について、図１及び図９を参照して説
明する。図９は、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定で
ある場合の本発明の第２実施形態に係る録音装置の録音動作を示すフローチャートである
。なお、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードは、本発明の第２実施
形態に係る録音装置の電源がユーザの操作部１２に対する操作により投入されると自動的
にオン設定になってもよく、ユーザの操作部１２に対する所定のキー操作によってオフ設
定からオン設定に移行するようにしてもよい。
【００６４】
　まず始めに、ＣＰＵ９は、操作部１２から出力される操作信号を確認して、操作部１２
の録音キーが押圧されたか否かを判定し（ステップＳ１１０）、録音キーが押圧されたと
判定すると（ステップＳ１１０のＹＥＳ）、ステップＳ１２０に移行する。
【００６５】
　ステップＳ１２０において、ＣＰＵ９は、記録再生部４に対して録音開始の指示を出し
、その後ステップＳ１３０に移行する。
【００６６】
　ステップＳ１３０において、検出部１０は、所定の楽器から出力される特定音に対応す
る特定の音声信号の検出を試みる。
【００６７】
　検出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出すれば
（ステップＳ１３０のＹＥＳ）、制御部１１は、演奏の開始位置を示す演奏開始インデッ
クスを作成し（ステップＳ１４０）、その後ステップＳ１６０に移行する。演奏開始イン
デックスは、例えば演奏開始時の録音時間を構成要素に含むことで、演奏の開始位置を示
すことが可能となる。なお、検出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特
定の音声信号を検出すると、ただちに制御部１１が演奏開始インデックスを作成するよう
にしてもよいが、演奏開始インデックスが特定の音声信号より前になることを回避するた
めに、検出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出し
てから一定時間（例えば５秒）経過後に、制御部１１が演奏開始インデックスを作成する
ことが望ましい。
【００６８】



(12) JP 2011-198348 A 2011.10.6

10

20

30

40

50

　一方、検出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出
しなければ（ステップＳ１３０のＮＯ）、ＣＰＵ９は、操作部１２から出力される操作信
号を確認して、操作部１２の停止キーが押圧されたか否かを判定し（ステップＳ１５０）
、停止キーが押圧されていないと判定すると（ステップＳ１５０のＮＯ）、ステップＳ１
３０に戻り、停止キーが押圧されたと判定すると（ステップＳ１５０のＹＥＳ）、後述す
るステップＳ１９０に移行する。
【００６９】
　ステップＳ１６０において、検出部１０は、所定の楽器から出力される特定音に対応す
る特定の音声信号の検出を試みる。なお、ステップＳ１６０において検出を試みる特定の
音声信号は、ステップＳ１３０において検出を試みる特定の音声信号と同じであっても異
なっていてもよい。
【００７０】
　検出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出すれば
（ステップＳ１６０のＹＥＳ）、制御部１１は、演奏の終了位置を示す演奏終了インデッ
クスを作成し（ステップＳ１７０）、その後ステップＳ１３０に戻る。演奏終了インデッ
クスは、例えば演奏終了時の録音時間を構成要素に含むことで、演奏の終了位置を示すこ
とが可能となる。なお、検出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の
音声信号を検出すると、ただちに制御部１１が演奏終了インデックスを作成するようにし
てもよいが、演奏終了インデックスが特定の音声信号より後になることを回避するために
、検出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出した時
点より一定時間（例えば５秒）前の時間を演奏終了時の録音時間にすることが望ましい。
【００７１】
　一方、検出部１０が所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号を検出
しなければ（ステップＳ１６０のＮＯ）、ＣＰＵ９は、操作部１２から出力される操作信
号を確認して、操作部１２の停止キーが押圧されたか否かを判定し（ステップＳ１８０）
、停止キーが押圧されていないと判定すると（ステップＳ１８０のＮＯ）、ステップＳ１
６０に戻り、停止キーが押圧されたと判定すると（ステップＳ１８０のＹＥＳ）、ステッ
プＳ１９０に移行する。
【００７２】
　ステップＳ１９０において、ＣＰＵ９は、録音を停止し、作成した演奏開始インデック
ス及び演奏終了インデックスを記録再生部４に送り、録音された音声信号に関連付けて演
奏開始インデックス及び演奏終了インデックスを記録再生部４がＩＣメモリ５に書き込む
ように、記録再生部４を制御し、その後ステップＳ１１０に戻る。
【００７３】
　また、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定である際に
は、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定であることをユ
ーザに提示することが望ましい。かかる提示方法としては、例えば、本発明の第２実施形
態に係る録音装置にＬＥＤランプを設け、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔
制御モードがオン設定であるときにＬＥＤランプを点灯させ、所定の楽器から出力される
特定音に基づく遠隔制御モードがオフ設定であるときにＬＥＤランプを消灯させる方法が
挙げられる。
【００７４】
　より望ましくは、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定
であるときに、録音中であるか録音中でないかをユーザに提示するとよい。かかる提示方
法としては、例えば、本発明の第２実施形態に係る録音装置にＬＥＤランプを設け、所定
の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定であって録音中であると
きにＬＥＤランプを点滅させ、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モード
がオン設定であるが録音中ではないときにＬＥＤランプを点灯させ、所定の楽器から出力
される特定音に基づく遠隔制御モードがオフ設定であるときにＬＥＤランプを消灯させる
方法が挙げられる。
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【００７５】
　更により望ましくは、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン
設定での録音中に、演奏開始インデックス作成後演奏終了インデックス作成前の期間であ
るかないかをユーザに提示するとよい。かかる提示方法としては、例えば、本発明の第２
実施形態に係る録音装置にＬＥＤランプを設け、所定の楽器から出力される特定音に基づ
く遠隔制御モードがオン設定での録音中であって演奏開始インデックス作成後演奏終了イ
ンデックス作成前の期間であるときにＬＥＤランプを第１の点滅間隔で点滅させ、所定の
楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオン設定での録音中であって演奏開
始インデックス作成後演奏終了インデックス作成前の期間でないときにＬＥＤランプを第
１の点滅間隔とは異なる第１の点滅間隔で点滅させ、所定の楽器から出力される特定音に
基づく遠隔制御モードがオン設定であるが録音中ではないときにＬＥＤランプを点灯させ
、所定の楽器から出力される特定音に基づく遠隔制御モードがオフ設定であるときにＬＥ
Ｄランプを消灯させる方法が挙げられる。
【００７６】
　上記のような録音動作により、ユーザは演奏開始インデックス及び演奏終了インデック
スの作成を所定の楽器を用いて遠隔制御することができる。したがって、例えばバンド練
習を録音する場合に、再生時の演奏開始位置の頭出しやデータ編集時の編集作業が容易に
なる。
【００７７】
　リモコン送信機を用いて遠隔制御を行う場合は、リモコン送信機を手に持つ必要がある
ため、リモコン送信機を用いた遠隔制御から楽器演奏への移行、あるいは、楽器演奏から
リモコン送信機を用いた遠隔制御への移行がスムーズに行かないのに対して、本発明の第
２実施形態に係る録音装置では、所定の楽器を用いた遠隔制御が可能であるので、遠隔制
御から楽器演奏への移行、あるいは、楽器演奏から遠隔制御への移行がスムーズに行くと
いう利点がある。
【００７８】
＜特定の音声信号＞
＜特定周波数成分の検出方法＞
＜特定の音声信号に関する情報の提示＞
　第１実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【００７９】
＜＜変形例＞＞
　以上、本発明に係る実施形態について説明したが、本発明の範囲はこれに限定されるも
のではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実行することができる。
変更のいくつかの例を以下に示す。
【００８０】
　本発明の第１及び第２実施形態に係る録音装置は、マイクロホン１を内蔵する構成であ
ったが、これに代えてあるいはこれに加えて、外部マイクロホン等との接続が可能な外部
音声入力端子を備える構成にしてもよい。
【００８１】
　また、本発明の第１及び第２実施形態に係る録音装置は、スピーカ８を内蔵する構成で
あったが、これに代えてあるいはこれに加えて、外部スピーカ等との接続が可能な外部音
声出力端子を備える構成にしてもよい。
【００８２】
　また、本発明の第１及び第２実施形態に係る実施形態の録音装置は、ＩＣメモリ５を内
蔵する構成であったが、これに代えてあるいはこれに加えて、外部メモリ（例えばＳＤカ
ード）が着脱自在に装着されるメモリ装着部を備える構成にしてもよい。また、ＩＣメモ
リ以外の記録媒体（例えば光ディスク）に音声信号が録音される形態であってもよい。
【００８３】
　また、本発明の第１実施形態に係る実施形態の録音装置は、所定の楽器を用いた遠隔制
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御により録音を保留するようにしていたが、これに代えて、Ａ／Ｄ変換部３から出力され
るデジタル音声信号のパワー値が所定値未満である状態が所定時間続くと録音を保留する
ようにしてもよい。同様に、本発明の第２実施形態に係る実施形態の録音装置は、所定の
楽器を用いた遠隔制御により演奏終了インデックスを作成するようにしていたが、これに
代えて、Ａ／Ｄ変換部３から出力されるデジタル音声信号のパワー値が所定値未満である
状態が所定時間続くと演奏終了インデックスを作成するようにしてもよい。
【００８４】
　また、録音装置は、楽曲演奏の録音に利用されるだけでなく、ア・カペラの合唱や独唱
の録音に利用されることもある。ア・カペラの合唱や独唱を遠隔制御で録音する場合、合
唱部分や独唱部分の前後の不要部分（例えば、合唱開始直前の合唱メンバー同士の話し合
い）も録音されてしまうという不都合が生じないようにすることが望ましい。
【００８５】
　そこで、本発明の第１実施形態に係る実施形態の録音装置において、図２のステップＳ
１０及びＳ３０をそれぞれ、所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号
又は特定の歌声の検出を試みるステップに変更し、所定の楽器から出力される特定音に対
応する特定の音声信号と特定の歌声のいずれも検出しなかった場合に当該ステップにとど
まるようにしてもよい。なお、変更後のステップＳ３０において検出を試みる特定の音声
信号は、変更後のステップＳ１０において検出を試みる特定の音声信号と同じであっても
異なっていてもよく、変更後のステップＳ３０において検出を試みる特定の歌声は、変更
後のステップＳ１０において検出を試みる特定の歌声と同じであっても異なっていてもよ
い。
【００８６】
　また、本発明の第２実施形態に係る実施形態の録音装置において、図９のステップＳ１
３０及びＳ１６０をそれぞれ、所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信
号又は特定の歌声の検出を試みるステップに変更し、所定の楽器から出力される特定音に
対応する特定の音声信号と特定の歌声のいずれも検出しなかった場合に図９のステップＳ
１５０又はＳ１８０に移行するようにし、さらに、図９のステップＳ１４０を、変更後の
ステップＳ１３０で所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の音声信号が検出さ
れた場合は演奏開始インデックスを作成し、変更後のステップＳ１３０で特定の歌声が検
出された場合は歌声開始インデックスを作成するステップに変更し、図９のステップＳ１
７０を、変更後のステップＳ１６０で所定の楽器から出力される特定音に対応する特定の
音声信号が検出された場合は演奏終了インデックスを作成し、変更後のステップＳ１６０
で特定の歌声が検出された場合は歌声終了インデックスを作成するステップに変更するよ
うにしてもよい。なお、変更後のステップＳ１６０において検出を試みる特定の音声信号
は、変更後のステップＳ１３０において検出を試みる特定の音声信号と同じであっても異
なっていてもよく、変更後のステップＳ１６０において検出を試みる特定の歌声は、変更
後のステップＳ１３０において検出を試みる特定の歌声と同じであっても異なっていても
よい。
【００８７】
　以下、特定の歌声を検出する歌声検出部の一例について図１０を参照して説明する。図
１０に示す歌声検出部は、本発明の第１実施形態に係る実施形態の録音装置又は本発明の
第２実施形態に係る実施形態の録音装置のＣＰＵ９（図１、図９参照）内に設けられる。
【００８８】
　図１０に示す歌声検出部は、音量判定部２０１と、周波数分析部２０２と、基本周波数
判定部２０３と、変動値算出部２０４と、クラスタリング部２０５とを備える。
【００８９】
　音量判定部２０１は、Ａ／Ｄ変換部３（図１参照）から出力されるデジタル音声信号の
音量（パワー値）があらかじめ設定されている基準値以上であるかを判定し、音量が基準
値以上であればＡ／Ｄ変換部３（図１参照）から出力されるデジタル音声信号を周波数分
析部２０２に送出し、音量が基準値未満であれば特定の歌声を検出しなかったことを制御
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部１１（図１参照）に通知する。
【００９０】
　周波数分析部２０２は、Ａ／Ｄ変換部３（図１参照）から出力されるデジタル音声信号
を周波数領域のデジタル音声信号に変換して周波数分析を行い、Ａ／Ｄ変換部３（図１参
照）から出力されるデジタル音声信号の基本周波数情報（声の高さを表す情報）とＡ／Ｄ
変換部３（図１参照）から出力されるデジタル音声信号のスペクトル情報（音色を表す情
報）とを取得し、基本周波数判定部２０３に送出する。
【００９１】
　基本周波数判定部２０３は、周波数分析部２０２によって取得された基本周波数情報が
図１１に示す歌声の基本周波数帯域に含まれているかを判定する。周波数分析部２０２に
よって取得された基本周波数情報が図１１に示す歌声の基本周波数帯域に含まれていれば
、周波数分析部２０２によって取得された基本周波数情報及びスペクトル情報を変動値算
出部２０４に送出する。一方、周波数分析部２０２によって取得された基本周波数情報が
図１１に示す歌声の基本周波数帯域に含まれていなければ、歌声ではないと判断し、特定
の歌声を検出しなかったことを制御部１１（図１参照）に通知する。
【００９２】
　変動値算出部２０４は、周波数分析部２０２によって取得された基本周波数情報及びス
ペクトル情報それぞれが所定の時間にどれだけ変化したかを分析し、韻律を表す「基本周
波数変動値」及び「スペクトル変動値」を算出してクラスタリング部２０５に送出する。
【００９３】
　クラスタリング部２０５は、「歌声モデル」と「話声モデル」を用いて、Ａ／Ｄ変換部
３（図１参照）から出力されるデジタル音声信号が「歌声の信号」であるか「話声の信号
」であるかをクラスタリング（分類）する。「歌声モデル」は、歌声の各種サンプルデー
タ（教師データ）から基本周波数情報及びスペクトル情報を算出し、それをモデル化する
ことによって作成することができる。同様に、「話声モデル」は、話声の各種サンプルデ
ータ（教師データ）から基本周波数情報及びスペクトル情報を算出し、それをモデル化す
ることによって作成することができる。あらかじめ作成した「歌声モデル」及び「話声モ
デル」をＩＣメモリ５（図１参照）に記憶しておき、クラスタリング部２０５がＩＣメモ
リ５（図１参照）から「歌声モデル」及び「話声モデル」を適宜読み出すようにするとよ
い。
【００９４】
　例えば、歌声は音を一定に伸ばすことが多いため、「基本周波数変動値」が「０に近い
値」になることが多い。一方、話声は声の高さが文末に向かって徐々に下降する傾向にあ
るため、「基本周波数変動値」が「負の値」になることが多い。したがって、クラスタリ
ング部２０５でのクラスタリングでは、例えば、「基本周波数変動値」が「０に近い値」
であれば、Ａ／Ｄ変換部３（図１参照）から出力されるデジタル音声信号が「歌声の信号
」である確率が高いと判断し、「基本周波数変動値」が「負の値」であれば、Ａ／Ｄ変換
部３（図１参照）から出力されるデジタル音声信号が「話声の信号」である確率が高いと
判断するとよい。「歌声の信号」にクラスタリングされた場合には、「特定の歌声の信号
」であるか「それ以外の歌声の信号」であるかも判定される。クラスタリング部２０５は
、判定結果が「特定の歌声の信号」である場合、特定の歌声を検出したことを制御部１１
（図１参照）に通知し、それ以外の場合には、特定の歌声を検出しなかったことを制御部
１１（図１参照）に通知する。
【００９５】
　なお、上述したステップの変更を実施した録音装置においては、特定の歌声に関する情
報を提示できることが望ましい。例えば、図１２（ａ）や図１２（ｂ）に示す表示部１３
の表示画面例のように、現在設定されている特定の歌声をハイライト表示してもよく、他
の手法で現在設定されている特定の歌声をユーザに知らせるようにしてもよい。さらに、
特定の歌声のサンプルデータをあらかじめＩＣメモリ５に記憶しておき、ユーザが操作部
１２に対して所定のキー操作をすると、現在設定されている特定の歌声のサンプルデータ
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ような高さの声で歌えば遠隔制御が可能となるのかを実際の音で認識することができる。
【符号の説明】
【００９６】
　　　１　マイクロホン
　　　２　増幅部
　　　３　Ａ／Ｄ変換部
　　　４　記録再生部（録音部の一例）
　　　５　ＩＣメモリ（記録媒体の一例）
　　　６　Ｄ／Ａ変換部
　　　７　増幅部
　　　８　スピーカ
　　　９　ＣＰＵ
　　　１０　検出部
　　　１１　制御部
　　　１２　操作部
　　　１３　表示部
　　　１０１　バンドパスフィルタ部
　　　１０２、１０４、１０９　パワー値算出部
　　　１０３、１０５、１１０　判定部
　　　１０６　プリエンファシス部
　　　１０７　ハミング窓部
　　　１０８　高速フーリエ変換部
　　　２０１　音量判定部
　　　２０２　周波数分析部
　　　２０３　基本周波数判定部
　　　２０４　変動値算出部
　　　２０５　クラスタリング部
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【図１０】
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