
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　楽曲情報を再生する楽曲情報再生手段と、この楽曲情報再生手段により前記楽曲情報が
再生される際に 背景映像を表示手段に表示する背景映像表示手段とが備えられた楽音
再生装置において、
　世の中に発生した時事を示す時事映像情報を 年別に記録した時事映像情報記
録手段と、
　
前記楽曲情報再生手段により前記楽曲情報が再生される際に、

前記時事映像情報を
前記時事映像情報記録手段から読み出すとともに、その読み出した時事映像情報を

前記表示手段に再生表示

する時事映像情報再生手段と、
　が備えられたことを特徴とする楽音再生装置。
【請求項２】
　前記時事映像情報再生手段は、前記年データ入力手段により入力された年データに所定
の年数を示す年数データを加算した加算値を演算する演算手段を備え、前記楽曲情報再生
手段により前記楽曲情報が再生される際に、前記演算手段により演算された加算値により
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事映像情報を前記時事映像情報記録手段から読み出すとともに、その読み出した時事映像
情報を前記楽曲背景映像と交互に前記表示手段に再生表示



示される年に対応する年を示す発生年データまたは流行年データが含まれる時事映像情報
を前記時事映像情報記録手段から読み出すとともに、その読み出した時事映像情報を前記
表示手段に表示するものであることを特徴とする請求項 に記載の楽音再生装置。
【請求項３】
　前記時事映像情報は、世の中に発生した時事の内容を字幕、新聞の掲載事項および記録
映像のうち、少なくとも１つにより示すものであることを特徴とする請求項１又は請求項
２に記載の楽音再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、楽音を再生する楽音再生装置であって、モニタにカラオケ用の背景映像お
よび歌詞映像を表示するカラオケ装置として好適なものに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、上記カラオケ装置としては、カラオケ曲を示す曲データおよび歌詞を示す歌詞映
像データを通信回線を介して受信するとともに、この受信した曲データをアンプおよびス
ピーカにより再生し、上記受信した歌詞映像データをモニタに表示し、さらに、上記受信
した曲データにより示される曲のジャンルに対応する背景映像を光ディスクから選択して
上記モニタに表示するものが知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで、モニタに表示される背景映像には、曲のジャンルに合うように短いストーリ
ーをドラマ仕立てで撮影した映像が用いられることが多い。また、背景映像は、歌い手の
歌う気分を盛り上げる役目をするほか、聞き手に見る楽しみを与えることにより、聞き手
に飽きが来ないようにする役目もある。
　そこで、上記従来のものは、なるべく再生する曲の内容にマッチした背景映像を選択す
るとともに、同じ曲でも選曲の度になるべく異なる背景映像を選択してモニタに表示して
いる。
　しかし、カラオケボックスなどでカラオケをする場合と異なり、スナックやバーなどで
カラオケをする場合は、カラオケに関心がない人がいる場合がよくある。そのような人に
とっては、カラオケの演奏に伴ってモニタに表示される背景映像は、つまらないものであ
る場合が多い。また、何度か歌ううちに同じ背景映像が表示される場合が出てくるため、
歌い手が飽きる場合もある。
　つまり、上記従来のものでは、モニタに表示される背景映像は、カラオケに関心のない
者にとっては、つまらないものであり、また、背景映像の種類は限られているため、カラ
オケをする者に飽きが来るという問題がある。
【０００４】
　そこで、本発明は、カラオケをする者およびカラオケをしない者が、共通して関心を持
つことができ、飽きの来ない背景映像を表示できる楽音再生装置を実現することを目的と
する。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記目的を達成するため、
　請求項１に記載の発明では、楽曲情報を再生する楽曲情報再生手段と、この楽曲情報再
生手段により前記楽曲情報が再生される際に 背景映像を表示手段に表示する背景映像
表示手段とが備えられた楽音再生装置において、
　世の中に発生した時事を示す時事映像情報を 年別に記録した時事映像情報記
録手段と、
　
前記楽曲情報再生手段により前記楽曲情報が再生される際に、
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年月日及び

年月日又は年を示す年データを入力する年データ入力手段と、
前記年データ入力手段に年



前記時事映像情報を
前記時事映像情報記録手段から読み出すとともに、その読み出した時事映像情報を

前記表示手段に再生表示

する時事映像情報再生手段と、
　が備えられたという技術的手段を採用する。
【０００８】
　請求項 に記載の発明では、請求項 に記載の楽音再生装置において、前記時事映像情
報再生手段は、前記年データ入力手段により入力された年データに所定の年数を示す年数
データを加算した加算値を演算する演算手段を備え、前記楽曲情報再生手段により前記楽
曲情報が再生される際に、前記演算手段により演算された加算値により示される年に対応
する年を示す発生年データまたは流行年データが含まれる時事映像情報を前記時事映像情
報記録手段から読み出すとともに、その読み出した時事映像情報を前記表示手段に表示す
るものであるという技術的手段を採用する。
【００１０】
　請求項 に記載の発明では、請求項１ に記載の楽音再生装置において、前
記時事映像情報は、世の中に発生した時事の内容を字幕、新聞の掲載事項および記録映像
のうち、少なくとも１つにより示すものであるという技術的手段を採用する。
【００１１】
【作用】
　請求項１ないし請求項 に記載の発明では、世の中に発生した時事を示す時事映像情報
を年別に記録した時事映像情報記録手段と、上記楽曲情報再生手段により上記楽曲情報が
再生される際に、上記時事映像情報記録手段に記録されている時事映像情報のうち、所定
の時事映像情報を読み出すとともに、その読み出した時事映像情報を上記表示手段に再生
表示する時事映像情報再生手段とが備えられている。
　つまり、上記楽曲情報が再生される際に、世の中に発生した時事を示す時事映像情報を
上記表示手段に再生表示することができる。
　したがって、たとえば、後述する発明の実施の形態に記載するように、カラオケの背景
映像に代えて上記時事映像情報をモニタに表示することにより、カラオケに関心のない者
もモニタを見て楽しむことができるし、カラオケをする者も背景映像に飽きた場合に上記
時事映像情報を見ることにより、飽きが来ずに楽しむことができる。
【００１４】
　また、請求項 に記載の発明のように、年月日のうち少なくとも年を示す年データを入
力する年データ入力手段を備えることにより、上記時事映像情報再生手段は、上記楽曲情
報再生手段により上記楽曲情報が再生される場合に、上記年データ入力手段により入力さ
れる年データにより示される年に対応する年 時事映像情報を上記時事映像情報
記録手段から読み出すことができるとともに、その読み出した時事映像情報を上記表示手
段に表示することができる。
【００１５】
　つまり、曲が作成された年または流行した年に関係なく、所望の年月日のうち少なくと
も年を示す年データを入力することにより、その年に発生した時事を示す時事映像を表示
することができる。
　したがって、たとえば、後述する発明の実施の形態に記載するように、自分の生まれた
年を入力することにより、その年の１０大ニュースなどを見ることができる。
【００１６】
　さらに、請求項 に記載の発明のように、上記年データ入力手段により入力された年デ
ータに所定の年数を示す年数データを加算した加算値を演算する演算手段を備えることに
より、上記楽曲情報再生手段により上記楽曲情報が再生される際に、上記演算手段により
演算された加算値により示される年に対応する年を示す発生年データまたは流行年データ
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が含まれる時事映像情報を上記時事映像情報記録手段から読み出すことができるとともに
、その読み出した時事映像情報を上記表示手段に表示することができる。
【００１７】
　つまり、入力した年から所定の年数が経過した年に発生した時事を示す時事映像を表示
することができる。
　したがって、たとえば、後述する発明の実施の形態に記載するように、自分の生まれた
年を入力した場合は、その年から１０年または２０年後の年の１０大ニュースなどをモニ
タで見ることができる。
【００２０】
　そしてさらに、請求項 に記載の発明では、上記時事映像情報を世の中に発生した時事
の内容を字幕、新聞の掲載事項および記録映像のうち、少なくとも１つにより示すものと
することができる。
　つまり、世の中に発生した時事にも、字幕や新聞の掲載事項で表示すれば十分なものと
、映像で表示しないと意味のないものなど、様々なものがあるため、時事の内容に応じた
形で表示する。
【００２１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の楽音再生装置の一実施形態について図を参照して説明する。
　なお、以下の実施形態では、楽音再生装置として、通信回線を利用して曲が提供される
、いわゆる通信カラオケ装置を代表に説明する。
　まず、本実施形態の通信カラオケ装置の主要構成について、その外観を示す図１を参照
して説明する。
【００２２】
　図１に示すように、カラオケ装置３０には、カラオケ用の背景映像、歌詞を示す歌詞映
像、ある年の１０大ニュースなどの時事を示す時事映像などを表示する表示手段たるＣＲ
Ｔモニタ（以下、モニタと略称する）３２と、歌い手のモニタ用のモニタ３４とが備えら
れている。また、上記時事映像を表示する制御、通信回線７３を介しての楽曲情報たる曲
データの受信、選曲、曲の予約、演奏される曲の音程制御（キーコントロール）、モニタ
３２，３４に表示される映像の切替え、合成、分割などの各種制御を行う制御装置４０が
備えられている。
【００２３】
　さらに、マイク８５，８６から入力される音声と楽曲たるカラオケ曲とのミキシング、
音声とカラオケ曲との音量バランス、エコー調整、ディレイ調整、音声信号の増幅、高音
、低音の制御（トーンコントロール）などを行うアンプ１６と、このアンプ１６から出力
される増幅信号を音として再生するフロアータイプの１組のスピーカ８３，８３と、天井
用の１組のスピーカ８４，８４と、制御装置４０を遠隔操作する送信器９０とが備えられ
ている。
【００２４】
　次に、制御装置４０の装備について図２を参照して説明する。
　図２（Ａ）は、制御装置４０の前面パネルの説明図、同図（Ｂ）は、制御装置４０の背
面パネルの説明図である。
　図２（Ａ）に示すように、制御装置４０の前面パネルには、選曲する曲の番号の入力な
どを行うための０～９のボタンからなるテンキー４１と、制御装置４０を選曲可能状態に
し、また、選曲を確定するための選曲ボタン４２とが設けられており、テンキー４１の上
には、選曲された曲の番号を５桁の数字でＬＥＤ表示する選曲番号表示体４３が設けられ
ている。
【００２５】
　また、選曲番号表示体４３の左には、演奏が予約されている曲の数をＬＥＤ表示する予
約曲数表示体４４が設けられており、その下には、予約の取消を行うための取り消しボタ
ン４５と、演奏を停止させる演奏停止ボタン４６と、歌っている途中で最初から歌い直す
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ための歌い直しボタン４７と、予約曲の間に割り込んで予約するための割り込みボタン４
８とが設けられている。さらに、前面パネルの左上には、送信器９０から発信される光信
号を受光する受光部５８が設けられており、左下には、制御装置４０の電源を起動させる
電源ボタン５９が設けられている。
【００２６】
　また、テンキー４１の右には、演奏される曲のキーを低くするためのフラットキー４９
と、キーを標準にする標準キー５０と、キーを高くするシャープキー５１とが設けられて
おり、その下には、ボーカルのメロディーラインの音量を設定するボーカルボタン５２と
、２コーラス目をカットする２コーラスカットボタン５３と、曲の後奏部分をカットする
後奏カットボタン５４とが設けられている。
　さらに、その下には、カラオケを行うモードとカラオケを行わないモードとに切り替え
るカラオケ切替ボタン５５と、通信回線７３を介して入力されるデータを曲データからＢ
ＧＭ、有線放送、テレビ放送などに切り替える入力切替ボタン５６と、ＣＲＴ３２，３４
の表示をカラオケ店が提供しているサービス情報の表示に切り替えるサービスボタン５７
とが設けられている。
【００２７】
　また、図２（Ｂ）に示すように、制御装置４０の背面パネルには、曲データを保有する
サーバー７２（図４参照）から配信される曲データを受信する通信回線７３を接続する通
信端子６０が設けられており、この通信端子６０の右方には、モニタ３２の映像入力端子
（図示省略）と接続される映像出力端子６２と、モニタ３４の映像入力端子（図示省略）
と接続される映像出力端子６３とが設けられている。また、その右側には、アンプ３６の
音声入力端子（図示省略）と接続される音声出力端子６１が設けられている。
【００２８】
　また、図示しないが、アンプ３６には、音量を調整するボリュームつまみと、マイク８
５，８６を接続するマイク端子と、それらマイクから入力される音声とカラオケ曲との音
量のバランス調整を行うためのバランス調整つまみと、エコーのかかり具合を調整するた
めのエコー調整つまみと、ディレイのかかり具合を調整するためのディレイ調整つまみな
どが設けられている。
【００２９】
　次に、送信器９０の構成について、それを示す図３を参照して説明する。
　送信器９０の左上には、制御装置４０の電源をＯＮ、ＯＦＦする電源ボタン９１が設け
られており、右上には、曲の演奏終了後に拍手の音を再生するように設定するための拍手
ボタン９３が設けられており、その左には、拍手のモード（種類）を切り替えるモード切
替ボタン９２が設けられている。それらボタンの下には、制御装置４０に設けられたボタ
ンと同じ作用を行うボーカルボタン９４と、２コーラスカットボタン９５と、後奏カット
ボタン９６とが設けられている。
【００３０】
　また、それらボタンの下には、制御装置４０に設けられたボタンと同じく、フラットキ
ー９７、標準キー９８、シャープキー９９、テンキー１００、選曲キー１０１、演奏停止
キー１０２、取り消しキー１０３、歌い直しキー１０４、割り込みキー１０５が設けられ
ている。なお、テンキー１００は、生年月日などの個人情報の入力にも用いられ、その入
力の確定には、登録ボタン１０７が用いられる。この登録ボタン１０７の下には、個人情
報の登録先を選択する１ないし２０の番号が付された選択ボタン１０８が設けられている
。
　なお、上記各ボタンおよびキーを押したときに、そのボタンまたはキーに対応する信号
が、発信部１０６に内蔵されたＬＥＤから発信される。
【００３１】
　次に、上記制御装置４０の制御系の構成について、それをブロック図で示す図４を参照
して説明する。
　制御装置４０には、曲データの送信要求、時事映像データの読出し、音声制御、映像制
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御、曲の演奏順序の予約および演奏順序の変更などをプログラムにしたがって行うＣＰＵ
６４が備えられている。このＣＰＵ６４には、選曲された曲の番号を示す曲番号データな
どを一時保存するＲＡＭ６５と、送信器９０から送信されるコマンドに対応する制御コマ
ンドなどが記憶されたＲＯＭ６６と、ＣＰＵ６４による演算結果を一時保存するＲＡＭ６
８，６９と、送信器９０の選択ボタン１０８の各番号に対応する個人情報を記憶するＥＥ
ＰＲＯＭ７０とが接続されている。
【００３２】
　また、ＣＰＵ６４には、サーバー７２から通信回線７３および通信端子６０を介して入
力され、通信用モデム７４によりデジタル信号に変換された曲データをハードディスクメ
モリに蓄積するハードディスクドライブユニット（以下、ＨＤＤと略称する）７１が接続
されている。このＨＤＤ７１には、上記各制御、後述する各回路の動作制御をＣＰＵ６４
に実行させるためのプログラムなどが記録されている。サーバー７２には、曲データが記
憶されたＨＤＤ１０が備えられている。
【００３３】
　さらに、ＣＰＵ６４には、タイマ７８のカウントにしたがってＭＩＤＩデータをＭＩＤ
Ｉ音源７７へ書き込む制御を行うシーケンサ７６と、ＭＩＤＩ音源７７から出力される音
データを入力してアナログ信号に変換する音声制御回路７５とが接続されている。また、
ＣＰＵ６４には、背景映像データが記録されたＣＤ－ＲＯＭを再生するＣＤ－ＲＯＭ再生
装置６７と、時事映像データ（時事映像情報）が記録された時事映像情報記録手段たるＣ
Ｄ－ＲＯＭを再生するＣＤ－ＲＯＭ再生装置１１２とが接続されている。
【００３４】
　またさらに、ＣＰＵ６４には、ＣＤ－ＲＯＭ再生装置６７から読出された背景映像デー
タおよびＨＤＤ７１から読出された曲データ中の歌詞映像データ（歌詞映像情報）を入力
し、モニタ３２，３４に表示される映像として、図１５に示すように、背景映像２００中
に歌詞映像２０２がスーパーインポーズされた映像を作成したり、歌詞映像２０２にテロ
ップ２０４をかけたりする映像制御回路７９が接続されている。この映像制御回路７９は
、図１６に示すように、背景映像２００に代えて時事映像３００を表示する制御も行う。
　またさらに、ＣＰＵ６４には、受光部５８により受光された光信号をデジタル信号に変
換する受光回路８０と、上記各種ボタンを押したときに点灯するＬＥＤへ表示信号を出力
する表示回路８１と、上記各種ボタンを押したときに発生するスイッチング信号を入力す
る入力回路８２とが接続されている。
【００３５】
　次に、利用者が選曲してカラオケをするに至るまでのカラオケ装置３０の一連の動作に
ついて図５ないし図１４を参照して説明する。
　まず、サーバー７２に備えられたＨＤＤ１０内に保存されている曲データの構成につい
て図５を参照して説明する。
　曲データ２０は、曲番号を示す曲番号データ２０ａ、ＭＩＤＩデータ２０ｂ、歌詞映像
データ２０ｃなどから構成される。
【００３６】
　次に、ＣＤ－ＲＯＭ再生装置１１２に収容された時事映像記録ディスクの保存内容につ
いて図６を参照して説明する。
　時事映像記録ディスク２３には、１年に発生した１０大ニュースの映像を示す時事映像
データ２５と、その１０大ニュースが発生した年を西暦で示す発生年データ２４とを対応
させて西暦順に記録されている。
　また、ＨＤＤ７１には、図７に示すように、曲番号データ２０ａと、その曲番号データ
により示される曲が作成された年、または、その曲が流行した年を示す年代コード２８と
を対応させて設定された曲番号年代対応テーブル２６が保存されている。
　なお、上記年代コード２８が、本発明の作成年データ、または、流行年データに相当す
る。
【００３７】
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　次に、カラオケを行う場合に、時事映像をモニタ３２，３４に表示するためのＣＰＵ６
４による制御内容について図１０を参照して説明する。
　まず、利用者が、送信器９０を制御装置４０に向けて、電源ボタン９１を押すと、制御
装置４０の電源が投入され、これに連動してモニタ３２，３４およびアンプ３６が起動す
る。続いて、モニタ３２，３４に「カラオケの背景映像に代えて、あなたが選んだ曲が流
行した年の１０大ニュースをモニタに表示したい場合は、曲番号の入力が終了した後に送
信器の表示ボタンを押してください。」と表示される（ステップ９０）。
【００３８】
　そして、送信器９０の選曲ボタン１０１を押すと、選曲可能状態になり、テンキー１０
０を押して歌いたい曲の曲番号を入力する。このとき、テンキーを押す毎に、その押した
キーに対応する数字が、モニタ３２，３４および制御装置４０の曲番号表示体４３に表示
され、曲番号の確認をできるようになっている。
　なお、選曲中であることは、表示された数字が点滅表示されることにより確認できるよ
うになっている。
【００３９】
　そして、曲番号の入力が終了し、選曲ボタン１０１を押すと入力した曲番号が確定され
るとともに（ステップ１００）、その曲番号を示す曲番号データがＲＡＭ６５に一時格納
される（ステップ１２０）。続いて、その一時格納された曲番号データをＲＡＭ６５から
読出すとともに、その読出した曲番号データにより示される曲番号に対応する曲データの
送信要求を示す要求信号をサーバー７２へ送信する（ステップ１４０）。すると、サーバ
ー７２は、自己のＨＤＤ１０から上記要求信号に示される曲番号の曲データを検索して読
出し、その読出された曲データは、通信回線７３を介して制御装置４０により受信され、
通信用モデム７４によってＣＰＵ６４により処理可能なデータに変換されてＨＤＤ７１に
一時保存される（ステップ１６０）。
【００４０】
　続いて、表示ボタン１０９が押されている場合には（ステップ１８０）、ＲＡＭ６５に
一時格納されている曲番号データ２０ａを読出すとともに、その曲番号データ２０ａによ
り示される曲番号を有する年代コードデータをＨＤＤ７１に保存されている曲番号年代対
応テーブル２６から検索して読出す（ステップ２００）。続いて、その読出した年代コー
ドデータにより示される年と同じ年の発生年データ２４が付された時事映像データ２５を
ＣＲ－ＲＯＭ再生装置１１２を再生して時事映像記録ディスク２３から読出す（ステップ
２２０）。
【００４１】
　そして、読出した時事映像データ２５をモニタ３２，３４に表示する（ステップ２４０
）。このとき、ＨＤＤ７１に保存されている曲データ２０も読出され、曲データ２０に含
まれる歌詞映像データは、映像制御回路７９に入力され、モニタ３２，３４に表示可能な
歌詞映像信号に変換される。
　つまり、時事映像データおよび歌詞映像データは、図１６に示すように、時事映像３０
０の中に歌詞映像２００がスーパーインポーズされて表示される。
【００４２】
　また、曲データ２０に含まれるＭＩＤＩデータ２０ｂは、シーケンサ７６に取り込まれ
、タイマ７８のカウントにしたがってＭＩＤＩ音源７７に書き込まれる。ＭＩＤＩ音源７
７にＭＩＤＩデータの書き込まれた部分の音源データは、音声制御回路７５へ出力され、
アンプ３６によって増幅可能なアナログの音楽信号に変換される。この音楽信号は、アン
プ３６へ出力され、増幅された後にスピーカ８３，８３、スピーカ８４，８４へ出力され
、両スピーカによって再生される（ステップ２６０）。
【００４３】
　また、マイク８５、または、マイク８６から入力された音声は、アンプ３６に内蔵され
たマイクミキシング回路により、上記音楽信号とミキシングされ、このミキシングされた
ミキシング信号は、アンプ３６により増幅された後にスピーカ８３，８３、スピーカ８４
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，８４へ出力され、両スピーカによって音楽信号および音声信号が再生される。
　つまり、利用者は、自分の選んだ曲をモニタ３２，３４の画面に映し出された背景映像
２００および歌詞映像２０２を見ながらマイク８５、または、マイク８６を通して歌う（
カラオケする）ことができる。
【００４４】
　その後、曲データ２０の再生が終了すると（ステップ２８０）、予約曲があるかが判定
され（ステップ３００）、予約曲がない場合は、ステップ９０へ戻り、予約曲がある場合
は、ＲＡＭ６５に格納されている予約曲番号データを読み出し（ステップ３２０）、ステ
ップ１４０へ戻り、その予約曲番号データにより示される曲番号の曲データの送信要求が
行われる。
　一方、ステップ１８０において否定判定された場合、つまり、表示ボタン１０９を押し
ていない場合には、曲データ２０に含まれているジャンルデータに対応する背景映像デー
タが、ＣＤ－ＲＯＭ再生装置６７により読出され（ステップ３３０）、モニタ３２，３４
に表示される（ステップ２４０）。
【００４５】
　以上のように、本第１実施形態のカラオケ装置によれば、カラオケの背景映像２００に
代えて、選んだ曲が流行した年に起きた１０大ニュースを示す時事映像３００をモニタ３
２，３４に表示することができるため、カラオケの背景映像２００に飽きていた者でも、
新たな感覚で楽しく歌うことができる。しかも、カラオケ装置３０が、スナックやバーな
ど、カラオケに関心がない者もいる場所に設置されている場合であっても、昔のニュース
をモニタ３２，３４に表示することにより、カラオケに関心のない者もモニタを見て楽し
むことができる。
【００４６】
　次に、本発明の第２実施形態のカラオケ装置について説明する。
　本第２実施形態のカラオケ装置は、自分の誕生日に起きたニュースをモニタに表示でき
ることを特徴とする。
　なお、ＣＤ－ＲＯＭ再生装置１１２により再生される時事映像記録ディスクには、図９
に示すように、スタートアドレス１５およびストップアドレス１６が付された時事映像デ
ータ１７が記録されている。また、時事映像記録ディスク２３には、図８に示すように、
西暦で１年毎に区分けした年代コード２８と、月日を示す月日コード２９と、上記時事映
像データ１７に付されたアドレスに対応するスタートアドレス１５およびストップアドレ
ス１６とを対応させて設定された時事映像用テーブル１４が記憶されている。
【００４７】
　最初に、生年月日を登録する場合のＣＰＵ６４の制御内容について図１１のフローチャ
ートを参照して説明する。
　まず、カラオケ装置３０が起動したときにモニタ３２，３４に、「カラオケの背景映像
に代えて、あなたが生まれた日に起きたニュースをご覧になりたい場合は、送信器の登録
ボタンを押してください。」と表示する（ステップ３８０）。そして、登録ボタン１０７
が押されると（ステップ４００）、モニタ３２，３４に「あなたの生年月日を入力してく
ださい。」と表示し（ステップ４２０）、その入力が終了すると（ステップ４４０）、そ
の入力された生年月日を示す年月日データをＥＥＰＲＯＭ７０に格納する（ステップ４６
０）。
【００４８】
　続いて、モニタ３２，３４に「生年月日を登録したい番号のボタン（選択ボタン）を押
してください。」と表示し（ステップ４８０）、いずれかの選択ボタン１０８が押される
と（ステップ５００）、その押された選択ボタン１０８に付された番号に対応する選択番
号データが、ＥＥＰＲＯＭ７０に格納されている年月日データに付される形でＥＥＰＲＯ
Ｍ７０に格納される（ステップ５２０）。
　これにより、上記押された選択ボタン１０８を押すことにより、登録した年月日データ
の読出しが可能となる。
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【００４９】
　次に、上記格納された生年月日データにより示される日に起きたニュースを示す時事映
像を表示する場合のＣＰＵ６４の制御内容について図１２のフローチャートを参照して説
明する。
　なお、ステップ１６０に至るまでの制御内容は、図１０に示したステップ１００ないし
１６０と同じであるため、説明を省略する。
　まず、いずれかの選択ボタン１０８が押されると（ステップ１６１）、その押された選
択ボタン１０８に付された番号に対応する選択番号データが付された年月日データがＥＥ
ＰＲＯＭ７０から読出される（ステップ１６２）。
【００５０】
　続いて、その読出された年月日データにより示される年月日の付されたスタートアドレ
ス１５およびストップアドレス１６を時事映像テーブル１４から読出され、この読出され
たスタートアドレス１５およびストップアドレス１６を有する時事映像データが時事映像
記録ディスク１８の中から選択されて読み出され（ステップ２２０）、モニタ３２，３４
に表示される（ステップ２４０）。
　たとえば、誕生日が、１９６０年２月１３日であるとすると、図８に示すように、年代
コードは６０であり、月日コードは０２１３であるから、それに対応するスタートアドレ
スおよびストップアドレスは、それぞれ１４：００、１４：３０である。
　したがって、それらスタートアドレス１４：００およびストップアドレス１４：３０に
対応する時事映像データは、図９に示すように、１９６０年２月１３日のニュースとなり
、そのニュースを示す映像がモニタ３２，３４に表示される。
【００５１】
　このように、本第２実施形態のカラオケ装置によれば、カラオケの背景映像２００に代
えて、自分の生まれた日に起きたニュースをモニタ３２，３４に表示できるため、生まれ
た当時の世の中の状態を見ながらカラオケをすることができる。
　なお、誕生日のうち、生まれた年のみを入力した場合は、その年の１年分の時事映像デ
ータの中から１つ、または、複数の時事映像データをランダムに選択して表示するように
構成することもできる。また、歌い手以外の者の生年月日を入力して、その日に起きたニ
ュースを見ることができるのは、勿論である。
【００５２】
　次に、本発明の第３実施形態のカラオケ装置について説明する。
　本第３実施形態のカラオケ装置は、自分の生まれた年から何年か経過した年の誕生日に
起きたニュースをモニタに表示できることを特徴とする。
　なお、生年月日を入力して登録するまでの動作およびＣＰＵ６４によるステップ９０な
いし１６２までは、上記第２実施形態と同じであるため、説明を省略する。
【００５３】
　まず、ＣＰＵ６４は、図１３に示すように、ステップ１６２で読出された年月日データ
に基づいて歌い手の年齢を演算する（ステップ１６４）。たとえば、入力された生年月日
が１９６５年１月１５日であり、現在の暦が１９９６年８月８日であるとすると、歌い手
の年齢は、（１９９６－１９６５）＝３１歳となる。続いて、１０，２０，３０・・・か
らなる１０の倍数の中から、上記演算された年齢より小さい数字をランダムに１つ選択し
（ステップ１６５）、その選択した数字を上記生年月日の年を示す数字に加算する（ステ
ップ１６６）。たとえば、上記例では、年齢が３１歳であるから、選択可能な数字は、１
０、２０および３０であり、１０が選択されたとすると、上記加算値は、（１９６５＋１
０）年１月１５日＝１９７５年１月１５日となる。
【００５４】
　そして、上記年数が加算された生年月日に対応するスタートアドレス１５およびストッ
プアドレス１６が、時事映像用テーブル１４から選択される。たとえば、上記例では、加
算値が、１９７５年１月１５日（年代コード７５、月日コード０１１５）であるから、そ
れらコードに対応するスタートアドレス１５およびストップアドレス１６は、図８に示す
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ように、それぞれ４８００：００、４８００：３０である。
　続いて、それらスタートアドレス４８００：００およびストップアドレス４８００：３
０を有する時事映像データ１７が、時事映像記録ディスク１８から選択される。たとえば
、上記例では、図９に示すように、スタートアドレス４８００：００およびストップアド
レス４８００：３０を有する１９７５年１月１５日のニュースを示す時事映像データ１７
が読出され（ステップ２２０）、モニタ３２，３４に表示される（ステップ２４０）。
【００５５】
　以上のように、本第３実施形態のカラオケ装置によれば、自分の誕生日から、ある年数
経過した年の誕生日に起きたニュースをカラオケをしながら見ることができる。
　したがって、カラオケをする者のほか、カラオケに関心のない者も、モニタを見ながら
当時をなつかしむことができる。特に、カラオケボックスなどでは、同じ年代の者が集ま
ってカラオケする場合が多く、皆が当時のなつかしい映像に高い関心を持っているため、
当時の映像を表示することにより、場の雰囲気をより一層盛り上げることができる。
　なお、誕生日のうち、生まれた年のみを入力した場合は、その年に上記選択された年数
を加算した年の１年分の時事映像データの中から１つ、または、複数の時事映像データを
ランダムに選択して表示するように構成することもできる。
【００５６】
　次に、本発明の第４実施形態のカラオケ装置について説明する。
　本第４実施形態のカラオケ装置は、歌詞映像がモニタに表示されていないときに時事映
像をモニタに表示できることを特徴とする。
　なお、生年月日を入力して登録するまでの動作およびＣＰＵ６４によるステップ９０な
いし２２０までは、上記第１実施形態と同じであるため、説明を省略する。
【００５７】
　まず、ＣＰＵ６４は、図１４に示すように、背景映像データを読出し（ステップ２２１
）、曲データ２０を再生する（ステップ２２２）。続いて、時事映像をモニタ３２，３４
に表示し（ステップ２２３）、曲の前奏部分の再生が終了すると（ステップ２２４）、モ
ニタ３２，３４の表示を時事映像から背景映像に切り替える（ステップ２２５）。そして
、曲の間奏部分の再生が開始されると（ステップ２２６）、再び時事映像の表示に切替え
（ステップ２２７）、間奏部分の再生が終了すると（ステップ２２８）、再び背景映像の
表示に切り替える（ステップ２２９）。続いて、曲の後奏部分の再生が開始されると（ス
テップ２３０）、再び時事映像の表示に切替える（ステップ２３１）。
　なお、表示ボタン１０９が押されていない場合には（ステップ１８０）、背景映像デー
タを読出し（ステップ３３０）、曲データを再生し（ステップ３３１）、背景映像を表示
する（ステップ３３２）。
【００５８】
　このように、本第４実施形態のカラオケ装置によれば、曲の前奏部分、間奏部分および
後奏部分が再生されている間のみ、時事映像をモニタ３２，３４に表示することができる
。
　つまり、歌詞映像が表示されていない間に時事映像をモニタに表示できる。
　したがって、歌詞映像を見ながら歌っているときに、時事映像が表示されることにより
、歌詞映像が見難くなることを防止することができる。しかも、時事映像および背景映像
が、交互にモニタに表示されるため、変化に富んでおり、見ていて飽きが来ない。
　なお、時事映像データと共に、時事を音声で示す時事音声データを時事映像記録ディス
クに記録しておき、時事映像をモニタに表示する際に、時事音声をスピーカ８３，８３お
よびスピーカ８４，８４により再生するようにすることもできる。
【００５９】
　上記各実施形態では、送信器９０に設けられた表示ボタン１０９を押すことにより、時
事映像を表示する制御が開始されるように構成されているが、表示ボタン１０９を再度押
すことにより、時事映像の表示から背景映像の表示に切り替わり、もう一度表示ボタン１
０９を押すと、再び時事映像に切り替わるというように、表示ボタン１０９のＯＮ、ＯＦ
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Ｆにより、モニタの表示を切り替えるように構成することもできる。
【００６０】
　また、上記各実施形態では、時事映像情報として、ニュースの記録映像を代表に説明し
たが、その年に流行した映画、テレビ番組などを時事映像情報として表示することもでき
る。さらに、時事映像情報の形態は、記録映像のほか、文字映像、または、新聞の掲載事
項を示す映像であってもよい。
　ところで、ＣＰＵ６４により実行されるステップ９０ないしステップ２４０が、本発明
の時事映像情報再生手段として機能し、ステップ３８０ないしステップ５２０が、年デー
タ入力手段として機能する。また、ステップ１６４ないしステップ１６６が、本発明の演
算手段として機能する。
【００６１】
【発明の効果】
　以上のように、本発明によれば、カラオケをする者およびカラオケをしない者が、共通
して関心を持つことができ、飽きの来ない背景映像を表示できる楽音再生装置を実現する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明実施形態のカラオケ装置の外観説明図である。
【図２】　（Ａ）は、カラオケ装置に備えられた制御装置の前面パネルの説明図であり、
（Ｂ）は、制御装置の背面パネルの説明図である。
【図３】　カラオケ装置に備えられた送信器の説明図である。
【図４】　制御装置の制御系の構成を示すブロック図である。
【図５】　曲データの構成を示す説明図である。
【図６】　時事映像記録ディスクの記録内容を示す説明図である。
【図７】　曲番号年代対応テーブルの構成を示す説明図である。
【図８】　時事映像用テーブルの構成を示す説明図である。
【図９】　時事映像記録ディスクの記録内容を示す説明図である。
【図１０】　本発明第１実施形態のＣＰＵ６４により実行される時事映像表示制御の内容
を示すフローチャートである。
【図１１】　ＣＰＵ６４により実行される個人情報登録制御の内容を示すフローチャート
である。
【図１２】　本発明第２実施形態のＣＰＵ６４により実行される時事映像表示制御の内容
を示すフローチャートである。
【図１３】　本発明第３実施形態のＣＰＵ６４により実行される時事映像表示制御の内容
を示すフローチャートである。
【図１４】　本発明第４実施形態のＣＰＵ６４により実行される時事映像表示制御の内容
を示すフローチャートである。
【図１５】　モニタ３２に表示された背景映像および歌詞映像を示す説明図である。
【図１６】　モニタ３２に表示された時事映像および歌詞映像を示す説明図である。
【符号の説明】
　１０，７１　　ＨＤＤ
　２０　　　　　曲データ
　３０　　　　　カラオケ装置
　３２，３４　　モニタ
　３６　　　　　アンプ
　４０　　　　　制御装置
　６４　　　　　ＣＰＵ
　６７，１１２　ＣＤ－ＲＯＭ再生装置
　７２　　　　　サーバー
　７３　　　　　通信回線
　８３，８４　　スピーカ
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　８５，８６　　マイク
　９０　　　　　送信器
１０７　　　　　登録ボタン
１０８　　　　　選択ボタン
１０９　　　　　表示ボタン

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】
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