
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

楽音再生装置。
【請求項２】
　

楽音再生装置。
【請求項３】
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楽曲情報記録手段と、背景映像記録手段と、楽曲情報再生手段と、背景映像再生手段と
、入力手段と、制御手段と、記憶手段とを備えた楽音再生装置であって、
　楽曲情報記録手段は、楽曲に対応した複数の楽曲情報を記憶し、
　背景映像記録手段は、複数の背景映像を記憶し、
　楽曲情報再生手段は、制御手段の制御にしたがって楽曲情報を再生し、
　背景映像再生手段は、制御手段の制御にしたがって背景映像を再生し、
　入力手段は、楽曲の選択と、映像情報の開始、終了を指定可能とし、
　制御手段は、登録処理と、再生処理を行い、
　登録処理は、背景映像の再生時、開始指定が行われた場合には当該背景映像の開始点を
設定すると共に、終了指定が行われた場合には当該背景映像の終了点を設定し、当該背景
映像における開始点と終了点の範囲を登録背景映像として登録し、
　再生処理は、選択された楽曲に対応する楽曲情報を再生させると共に、登録された登録
背景映像を再生させる

登録処理は、開始指定が行われた場合には、その時点から所定時間前を開始点とする請
求項１に記載の

登録処理は、開始点と終了点の範囲の背景映像を記憶することで登録する請求項１に記



楽音再生装置。
【請求項４】
　

記載の楽音再生装置。
【請求項５】
　

記載の楽音再生装置。
【請求項６】
　

楽音再生装置。
【請求項７】
　 楽音再生装置。
【請求項８】
　

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、楽曲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、カラオケ装置としては、通信回線を介して曲データを受信し、この受信された曲
データをアンプおよびスピーカにより再生する再生装置と、背景映像の記録された光ディ
スクを再生する光ディスク再生装置と、この光ディスク再生装置により再生される背景映
像および曲データ中に含まれている歌詞映像を表示するＣＲＴとを備えたものが知られて
いる。
　上記光ディスク再生装置の模式図を図１０に示す。図１０に示すように、光ディスク再
生装置４０には、背景映像が曲のジャンル別に記録された複数の光ディスク４０ａないし
４０ｎが収容されており、上記再生装置により曲データを再生する際に、上記複数の光デ
ィスク４０ａないし４０ｎの中から、曲データ中に含まれているジャンルデータに対応す
る光ディスクを選択し、さらにその選択した光ディスクの中から１つの背景映像をランダ
ムに選択して再生している。
　上記ＣＲＴの表示内容を図１１に示す。図１１に示すように、ＣＲＴ１２には、背景映
像２００の中に歌詞映像２０２がスーパーインポーズされ、カラオケ装置の利用者は、歌
詞映像２０２により示される歌詞を見ながらマイクで歌う、つまり、カラオケする。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで、上記背景映像は、ＣＲＴに映し出されることにより、歌い手の気分を盛り上
げる役目を果たすものであるから、なるべく歌い手が気に入る映像が映し出されるのが望
ましい。
　しかし、上記従来のものでは、背景映像は、ランダムに選択されるため、ある曲を歌っ
たときに気に入った背景映像が再生された場合に、次に同じ曲を選曲しても、前回と同じ
背景映像が再生されるとは限らない。また、同じジャンルの曲であっても、曲のストーリ
ーは様々であるため、選択された背景映像が、必ずしも曲のストーリーにマッチしている
とは限らない。
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載の

入力手段は、識別情報の指定を可能とし、
　登録処理は、登録時に指定された識別情報に対応付けて登録背景映像の登録を行い、
　再生処理は、楽曲選択時に指定された少なくとも１つの識別情報に対応する登録背景映
像を順次再生させる請求項１－３のいずれか１に

登録処理は、終了指定が行われた場合には、開始点から所定時間単位の時点を終了点と
して設定する請求項１－４のいずれか１に

背景映像は、楽曲に対応し、
　再生処理は、登録背景映像の再生時間が楽曲情報の再生時間よりも短い場合には、登録
背景映像の再生終了後、楽曲に対応する背景映像を再生させる請求項１－５のいずれか１
に記載の

入力手段は、遠隔操作手段である請求項１－６のいずれか１に記載の

登録処理では、指定された識別情報を表示手段に表示させる請求項３－７のいずれか１
に記載の



　そこで、歌う前にＣＲＴに背景映像の種類を表示し、その中から好きな背景映像を選択
させることが考えられるが、いくら好きな背景映像とはいっても、最初から最後まで同じ
ストーリーの背景映像ばかり見ていると飽きが来るという問題がある。
【０００４】
　そこで、本発明は、背景映像の再生範囲を所望の範囲に設定できる楽音再生装置の実現
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、

という技術的手段を採用する。
【０００６】
　請求項２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、

という技術的手段を
採用する。
【０００７】
　請求項３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、

という技術的手段を採用する。
【０００８】
　請求項４に記載の発明では、請求項１ないし請求項３のいずれか１つに記載の楽音再生
装置において、

という技術的手段を採用する。
【０００９】
　請求項５に記載の発明では、請求項１ないし請求項 のいずれか１つに記載の楽音再生
装置において、

という技術的手段を採用する。
【００１０】
　請求項６に記載の発明では、請求項１ないし請求項５のいずれか１つに記載の楽音再生
装置において、

という技術的手段を採用す
る。
【００１１】
　請求項７に記載の発明では、請求項１ないし請求項６のいずれか１つに記載の楽音再生
装置において、 という技術的手段を採用する。
【００１２】
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楽曲情報記録手段と、背景映像記録手段と、楽曲情報再生
手段と、背景映像再生手段と、入力手段と、制御手段と、記憶手段とを備えた楽音再生装
置であって、
　楽曲情報記録手段は、楽曲に対応した複数の楽曲情報を記憶し、
　背景映像記録手段は、複数の背景映像を記憶し、
　楽曲情報再生手段は、制御手段の制御にしたがって楽曲情報を再生し、
　背景映像再生手段は、制御手段の制御にしたがって背景映像を再生し、
　入力手段は、楽曲の選択と、映像情報の開始、終了を指定可能とし、
　制御手段は、登録処理と、再生処理を行い、
　登録処理は、背景映像の再生時、開始指定が行われた場合には当該背景映像の開始点を
設定すると共に、終了指定が行われた場合には当該背景映像の終了点を設定し、当該背景
映像における開始点と終了点の範囲を登録背景映像として登録し、
　再生処理は、選択された楽曲に対応する楽曲情報を再生させると共に、登録された登録
背景映像を再生させる

登録処理は、開
始指定が行われた場合には、その時点から所定時間前を開始点とする

１ 登録処理は、開
始点と終了点の範囲の背景映像を記憶することで登録する

入力手段は、識別情報の指定を可能とし、
　登録処理は、登録時に指定された識別情報に対応付けて登録背景映像の登録を行い、
　再生処理は、楽曲選択時に指定された少なくとも１つの識別情報に対応する登録背景映
像を順次再生させる

４
登録処理は、終了指定が行われた場合には、開始点から所定時間単位の時

点を終了点として設定する

背景映像は、楽曲に対応し、
　再生処理は、登録背景映像の再生時間が楽曲情報の再生時間よりも短い場合には、登録
背景映像の再生終了後、楽曲に対応する背景映像を再生させる

入力手段は、遠隔操作手段である



　請求項８に記載の発明では、請求項 ７に記載の楽音再生装置において、
という技術的手段を採用する。

【００１６】
【作用】
　請求項１ないし請求項１１に記載の発明では、複数の背景映像が記録された背景映像記
録手段に記録された複数の背景映像のうち、背景映像再生手段により再生する再生範囲を
所望の範囲に設定 背景映像再生手段は 設定された再生範囲を再生することができる
。
　つまり、複数の背景映像の中に気に入った背景映像がある場合に、その背景映像 設定
し、その設定した背景映像を上記背景映像再生手段により再生できる。
　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、気に入った背景
映像を見ながら、従来より、一層楽しい気分で歌うことができる。
【００２０】
　また、請求項 に記載の発明では 設定した範囲の背景映像そのものを記憶する。そし
て、その記憶された背景映像は、上記背景映像再生手段により再生することができる。
【００２１】
　請求項 に記載の発明では たとえば、後述する発明の実施の形態に記載するように、
設定する再生範囲が複数ある場合に、それぞれに識別情報を付与して記憶しておき、その
識別情報を入力することにより、その識別情報の付された背景映像を読み出して再生する
ことができる。
【００２２】
　請求項 に記載の発明では たとえば、後述する発明の実施の形態に記載するように、
ＣＲＴに映し出される背景映像を見ながら気に入った範囲を設定する場合に、設定スイッ
チを押したときから再生範囲を設定開始するようにすると、設定スイッチを押すためのタ
イムラグがあり、設定スイッチを押したときには、すでに気に入ったシーンの冒頭部分が
通り過ぎてしまい、再生範囲内に入れることができないが、設定スイッチが押されたとき
から所定時間前に再生された背景映像から再生範囲を設定開始することにより、気に入っ
たシーンの冒頭部分が欠けるのを防止することができる。
【００２３】
　請求項 に記載の発明では たとえば、後述する発明の実施の形態に記載するように、
複数の光ディスクから背景映像の再生範囲を設定する場合には、ディスクチェンジに時間
がかかるため、そのディスクチェンジに要する時間を考慮しないで上記再生範囲を設定す
ると、背景映像間に何も映し出されない空白時間が発生するおそれがあるが、上記ディス
クチェンジの時間を考慮して上記再生範囲を所定の時間単位で設定することにより、上記
空白時間の発生を防止することができる。
【００２４】
　請求項 に記載の発明では 上記設定された再生範囲の背景映像の再生時間が、楽曲情
報の再生時間より短い場合には、上記再生範囲の背景映像の再生が終了した以降は、背景
映像が再生されない状態となるが、そのような場合に、上記背景映像記録手段に記録され
た背景映像を再生することができる。
　したがって、たとえば、ＣＲＴに映し出されている背景映像が消えてしまうことにより
、歌い手の気分が害されるのを防止することができる。
【００２５】
　請求項 に記載の発明では 上記再生範囲の設定を遠隔操作により行う遠隔操作手段が
備えられているため、たとえば、後述する発明の実施の形態に記載するように、ＣＲＴに
映し出される背景映像を離れた位置から見ながら、気に入ったシーンの設定を楽に行うこ
とができる。
【００２６】
　請求項 に記載の発明では、上記識別情報を表示す ため、その表示を見ることにより
、再生範囲を設定して記憶する場合には、その設定された再生範囲には、どういう識別情
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３－ 登録処理で
は、指定された識別情報を表示手段に表示させる

し、 、

を

３ 、

４ 、

２ 、

５ 、

６ 、

７ 、

８ る



報が付与されて記憶されたのかを知ることができ、また、設定された再生範囲を読出す場
合には、読出した再生範囲が、再生しようとしているものであるかを確認することができ
る。
　つまり、識別情報を表示することにより、誤った背景映像の表示を防止することができ
る。
【００２７】
【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。
　図１は、本発明第１実施形態のカラオケ装置の主要構成を示す外観説明図、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、同図（ｂ）は、制御装置
の背面パネルの説明図である。
【００２８】
　図１に示すように、カラオケ装置１０には、カラオケ用の背景映像と、歌詞を示す歌詞
映像とを表示するＣＲＴモニタ（以下、ＣＲＴと略称する）１２と、歌い手のモニタ用の
ＣＲＴ１４とが備えられている。また、所望の背景映像の再生範囲の設定、通信回線を介
しての楽曲情報たる曲データの蓄積、選曲、曲の予約などの制御、マイク８１，８２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、音程の変更（キーチェンジ）などの音声制御、ならびに
、ＣＲＴ１２，１４に表示される映像の切替え、合成、分割などの映像制御などの各種制
御を行う制御装置２０が備えられている。
【００２９】
　さらに、制御装置２０から出力される音声信号の増幅、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から出力される音声信号を音として
再生する１組のスピーカ８３，８３と、天井用の１組のスピーカ８０，８０と、制御装置
２０を遠隔操作する遠隔操作手段たる送信器６０とが備えられている。
【００３０】
　次に、制御装置２０の装備について図２を参照して説明する。
　図２（ａ）に示すように、制御装置２０の前面パネルには、マイク８１，８２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２１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２２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２３とが設けられている。
【００３１】
　さらに、送信器６０から送信される光信号を受光するための受光部２４と、選曲された
曲の曲番号を表示する曲番号表示体２５と、変更されたキーの位置を表示するキー表示部
２６と、マイク８１，８２のジャックを差し込むマイク端子２７，２８とが設けられてい
る。
【００３２】
　一方、図２（ｂ）に示すように、制御装置２０の背面パネルには、カラオケ用の音楽デ
ータおよび歌詞映像データから構成される曲データを受信するための電話回線３１（図１
、図４参照）を接続する電話回線接続端子３２が設けられており、その右方には、ＣＲＴ
１２の映像入力端子（図示省略）と接続される映像出力端子３４と、ＣＲＴ１４の映像入
力端子（図示省略）と接続される映像出力端子３５とが設けられている。また、背面パネ
ルの左端には、アンプ１６の音声入力端子（図示省略）と接続される音声出力端子３６が
設けられている。
【００３３】
　次に、送信器６０の構成について、その外観構成を示す図３を参照して説明する。
　送信器６０の右上には、制御装置２０の電源をＯＮ、ＯＦＦする電源ボタン６１が設け
られており、その下側には、選曲番号などを表示する液晶ディスプレイ６２が設けられて
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いる。この液晶ディスプレイ６２の下側には、スピーカ８３，８３、スピーカ８０，８０
から出される音量を調整する音量調整ボタン６３が設けられており、その下側には、曲の
演奏を開始させる演奏ボタン６４と、その演奏を停止させる停止ボタン６５が設けられて
いる。それらボタンの下側には、選曲の開始、選曲の確定を行う選曲ボタン６６と、選曲
の取消しを行う取消ボタン６７とが設けられている。
【００３４】
　それらボタンの下側には、選曲する曲の番号を入力するＡ、Ｂ、および０～９のテンキ
ー６８と、キーチェンジを行うキーチェンジボタン６３とが設けられている。このキーチ
ェンジボタン６３の下側には、気に入った背景映像の再生範囲を設定して記憶させる場合
の記憶開始を示す設定スイッチたるスタートボタン６９と、記憶終了を示すストップボタ
ン７０とが設けられている。また、送信器６０の下部には、スタートボタン６９およびス
トップボタン７０の操作により記憶される背景映像に識別情報たる登録番号を付与するた
めの識別情報付与手段たる１～１５のキーからなる映像登録ボタン７４が設けられており
、その上側には、曲データを再生する際にＣＲＴ１２，１４に表示される背景映像を、曲
データに含まれるジャンルデータに基づいて表示するモードから、自分で登録したものを
表示するモードに切り替えるための映像選択モードボタン７２が設けられている。
【００３５】
　この映像選択モードボタン７２の上側には、映像登録ボタン７４の１～１５のキーのう
ちのいずれかのキーが押された場合に、その押されたキーの番号に対応する背景映像の読
出しを確定するための設定ボタン７１が設けられている。
　なお、上記各ボタンを押すと、各ボタンそれぞれの機能に対応する光信号が発信窓７３
に内蔵されたＬＥＤから発せられ、その光信号は、制御装置２０の受光部２４により受光
される。
【００３６】
　次に、上記制御装置２０の制御系の構成について、それをブロックで示す図４を参照し
て説明する。
　制御装置２０には、送信器６０の操作により設定される背景映像の再生範囲を記憶する
制御、その記憶された再生範囲に対応する背景映像を再生するための制御、上記音声制御
、映像制御、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ＣＰＵ３７が備えられている。このＣＰＵ３７には、送信器６０の映像選択モードボタ
ン７２が押されて映像選択モードになっていることを示すフラグ、予約された曲の番号お
よび曲名データなどを一時保存するＲＡＭ３８と、この制御装置２０に接続された電話回
線３１を利用するための電話番号、送信器６０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ＲＯＭ３９と、リアルタイムクロック（以下、ＲＴＣと略称する
）４１とが接続されている。
【００３７】
　また、ＣＰＵ３７には、背景映像の再生範囲を設定する場合の開始位置を示すアドレス
データをスタートアドレスデータ（領域情報）として、終了位置を示すアドレスデータを
ストップアドレスデータ（領域情報）としてそれぞれ記憶するＲＡＭ５１と、選択された
ＣＤ－ＲＯＭのディスク番号を記憶するＲＡＭ５２とが接続されている。さらに、ＣＰＵ
３７には、ＣＰＵ３７により演算された、スタートアドレスデータおよびストップアドレ
スデータ間の再生時間ＴＡと、ジャンルデータに基づいて選択された背景映像の再生時間
ＴＢとを記憶するＲＡＭ５３と、映像登録ボタン７４のキーに付された番号に対応する登
録番号、上記ディスク番号、上記スタートアドレスデータおよびストップアドレスデータ
を図９に示すようにテーブル形式で記憶する領域情報記憶手段たるＥＥＰＲＯＭ５４とが
接続されている。
【００３８】
　また、ＣＰＵ３７には、曲を提供するホストコンピュータ８４から電話回線３１および
通信端子３２を介して受信され、楽曲情報受信手段たる通信用モデム４２によりデジタル
信号に変換された曲データを蓄積するハードディスクメモリ４３が接続されている。この
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ハードディスクメモリ４３には、上記各制御、後述する各回路やＣＤ－ＲＯＭ再生装置４
０などの動作を制御する制御プログラムなどが記録されている。
【００３９】
　さらに、ＣＰＵ３７には、ハードディスクメモリ４３に蓄積された曲データ中のＭＩＤ
Ｉデータを入力するとともに、そのＭＩＤＩデータに対応する音源データをＭＩＤＩ音源
４４１から抽出し、その抽出された音源データをアンプ１６によって増幅可能なアナログ
の音楽信号に変換したり、マイク８１，８２から入力された音声信号にエコーやディレイ
をかけたりする音声制御回路４４が接続されている。
【００４０】
　また、ＣＰＵ３７には、背景映像記録手段たるＣＲ－ＲＯＭ再生装置４０が接続されて
いる。このＣＤ－ＲＯＭ再生装置４０には、図１０に示すように、曲のジャンル別に背景
映像の記録された４０ａ（Ｎｏ．１）ないし４０ｎ（Ｎｏ．ｎ）のｎ枚のＣＤ－ＲＯＭが
再生可能に収容されている。また、ＣＰＵ３７には、そのＣＤ－ＲＯＭ４０から出力され
る背景映像データ９０と、ハードディスクメモリ４３に記憶された曲データ中の歌詞映像
データとを入力し、ＣＲＴ１２、１４に表示される映像として、図１０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、それら
各映像の切替え、合成および分割などの制御を行う映像制御回路４５が接続されている。
【００４１】
　さらに、ＣＰＵ３７には、受光部２４により受光された光信号をデジタルデータに変換
する受光回路４６と、曲番号表示体２５に曲番号を表示するための表示信号と、キー表示
体２６にキーの位置を表示するための表示信号とを作成する表示回路４７が接続されてい
る。また、ＣＰＵ３７には、つまみ２１ないし２３の調整により変化した信号の入力を行
う入力回路４８が接続されている。
【００４２】
　次に、気に入った背景映像を編集し、その編集した背景映像をＣＲＴ１２，１４に表示
してカラオケを行うためのＣＰＵ３７の制御内容について、その制御内容を示す図７およ
び図８のフローチャートを参照して説明する。
　最初に、カラオケ装置１０の動作を説明する。
　まず、利用者が、送信器６０を制御装置２０に向けて、電源ボタン６１を押すと、制御
装置２０の電源が投入され、これに連動してＣＤ－ＲＯＭ再生装置４０、ＣＲＴ１２、１
４およびアンプ１６が起動する。そして、送信器６０の選曲ボタン６６を押すと、選曲可
能状態になり、次にテンキー６８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、その押したキーのＡ、Ｂおよび０～９の符号が、液晶ディスプレイ６
２と、ＣＲＴ１２、１４と、制御装置２０の曲番号表示体２５とに表示され、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、表示された符号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。
【００４３】
　そして、曲番号の入力が終了し、演奏ボタン６４を押すと入力した曲番号が確定される
とともに、表示された符号が点滅を中止した後に消え、ＣＰＵ３７は、その曲番号に対応
する曲データの送信要求を、通信用モデム４２、通信端子３２および電話回線３１を介し
てホストコンピュータ８４に対して行う。すると、ホストコンピュータ８４は、ＲＯＭ３
９に記憶されている電話番号を読み出して、その電話番号が契約された正規のものである
かを確認する作業を行い、その確認後に上記要求された曲データが、ホストコンピュータ
８４から電話回線３１を介して受信され、受信された曲データは、ハードディスクメモリ
４３に蓄積される。
【００４４】
　続いて、その蓄積が終了すると、ＣＰＵ３７により、曲データの読出しが行われ、曲デ
ータに含まれるＭＩＤＩデータは、音声制御回路４４に入力されるとともに、そのＭＩＤ
Ｉデータに対応する音源データがＭＩＤＩ音源４４１から抽出され、その抽出された音源
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データは、アンプ１６によって増幅可能なアナログの音楽信号に変換される。また、曲デ
ータに含まれる歌詞映像データは、映像制御回路４５により、ビットイメージデータに展
開される。また、曲データには、曲のジャンルを特定するジャンルデータが含まれており
、このジャンルデータに対応する背景映像データ９０が、ＣＲ－ＲＯＭ再生装置４０によ
り再生され、この再生された背景映像データ９０は、映像制御回路４５により、ビットイ
メージデータに展開される。
【００４５】
　そして、ビットイメージデータに展開された背景映像データ９０および歌詞映像データ
は、映像制御回路４５により合成される。この合成は、前述のように、背景映像２００に
歌詞映像２０２をスーパーインポーズしてＣＲＴ１２、１４に表示する形で行われる（図
１１参照）。また、曲の進行に合わせて帯状のテロップ映像２０４が歌詞映像２０２上に
表示される。
　一方、マイク８１、または、マイク８２から入力された音声は、音声信号となって音声
制御回路４４に入力され、上記音楽信号とミキシングされる。このミキシングされたミキ
シング信号は、アンプ１６へ出力され、増幅された後にスピーカ８３，８３、スピーカ８
０，８０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。
　このように、利用者は、自分の選んだ曲をＣＲＴ１２、１４の画面に映し出された背景
映像および歌詞映像を見ながらマイク８１、または、マイク８２を通して歌う（カラオケ
する）ことができる。
【００４６】
　次に、ＣＲＴ１２，１４に表示される背景映像の中から気に入ったシーンを編集してオ
リジナルの背景映像を作る場合のＣＰＵ３７の制御内容について図７を参照して説明する
。
　なお、背景映像データ９０の構成は、それを説明する図５に示すように、映像データＤ
１の前後には、アドレスデータＤｍ，Ｄｎが付されており、映像データＤ３の前後には、
アドレスデータＤｍ３，Ｄｎ３が付されている。
【００４７】
　いま、背景映像が再生されているとする。そして、記憶したいシーンが表示されたとき
に、送信器６０のスタートボタン６９が押されると（ステップ１００）、その背景映像が
記録されたＣＤ－ＲＯＭのディスク番号を示すディスク番号データがＲＡＭ５２に格納さ
れ、図６に示すように、スタートボタン６９を押した時刻ｔ１から５秒前に再生された背
景映像データに付されているアドレスデータがスタートアドレスデータとしてＲＡＭ５１
に格納される（ステップ１１０）。
【００４８】
　上述のように、スタートボタン６９を押した時刻ｔ１から５秒前に再生された背景映像
データに付されているアドレスデータをスタートアドレスデータとするのは、ＣＲＴ１２
，１４に表示される背景映像２００を見ながら、気に入ったシーンの再生範囲を設定する
ため、その始まったシーンを気に入るか否かを判断する時間と、スタートボタン６９を押
す時間とで約５秒かかるためである。もし、スタートボタン６９を押したときからの範囲
設定とすると、気に入ったシーンの冒頭部分が欠けてしまうからである。
【００４９】
　続いて、送信器６０の映像登録ボタン７４のいずれかのキーが押されると（ステップ１
２０）、その押されたキーに付されている番号をＣＲＴ１２，１４に表示するとともに、
その番号を登録番号データとしてＥＥＰＲＯＭ５４に格納し（ステップ１３０）、ＣＲＴ
１２，１４に「現在の映像を登録番号＊＊に登録中」と表示する（ステップ１４０）。続
いて、カラオケの演奏が終了していないことが判定され（ステップ１５０）、ストップボ
タン７０が押されると（ステップ１６０）、そのストップボタン７０を押した時刻ｔ２が
、図６（Ａ）に示すように、上記スタートボタン６９を押した時刻ｔ１から２５秒経過す
る前である場合には、スタートボタン６９を押した時刻ｔ１から２５秒後の時刻に再生さ
れている背景映像データに付されているアドレスデータをストップアドレスデータとして
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ＲＡＭ５１に格納する（ステップ１７０）。
【００５０】
　つまり、図６（Ｂ）に示すように、スタートボタン６９を押した時刻ｔ１の５秒前から
３０秒単位（請求項８に記載の所定の時間単位）で背景映像を記憶するようにプログラム
されている。
　これは、編集する背景映像が、複数のディスクにまたがる場合には、ディスクチェンジ
を行う時間として最大約２５秒必要とし、その時間を確保しないと、次の背景映像を再生
する場合に、ディスクチェンジが間に合わずに、背景映像が表示されない空白時間が発生
してしまうからである。
　したがって、図６（Ｂ）に示すように、ストップボタン７０を押した時刻ｔ２が、スタ
ートボタン６９を押したときの最初の３０秒を経過した以降である場合には、そのスター
トボタン６９を押した時刻ｔ２が属する区間の３０秒が経過した時のアドレスがストップ
アドレスとなる。
【００５１】
　また、スタートアドレスからストップアドレスまでの背景映像再生時間ＴＡを演算し、
その背景映像再生時間ＴＡを示す背景映像再生時間データをＲＡＭ５１に格納する（ステ
ップ１７０）。
　このようにして格納された各データは、図９に示すように、登録番号、ディスク番号、
スタートアドレス、ストップアドレスおよび背景映像再生時間ＴＡから構成される登録テ
ーブル９２としてＥＥＰＲＯＭ５４に記憶される。
　なお、経過時間は、ＲＴＣ４１によりカウントされる。
【００５２】
　そして、上記ステップ１００ないしステップ１７０の処理は、カラオケの演奏が終了す
るまで（ステップ１８０）続けることができる。
　つまり、カラオケの演奏が終了するまでは、その再生されている背景映像の中の気に入
ったシーンの再生範囲を複数記憶することができる。
　また、次の演奏時に再生された背景映像にも気に入ったシーンがある場合には、上記同
様にそのシーンの再生範囲を記憶しておくことにより、自分だけのオリジナルの背景映像
を編集することができる。
【００５３】
　次に、上記制御により、ＥＥＰＲＯＭ５４に記憶されている登録番号の背景映像を読み
出してＣＲＴ１２，１４に表示する場合のＣＰＵ３７の制御内容について図８を参照して
説明する。
　なお、ここでは、送信器６０の映像選択モードボタン７２が押されているものとする。
　まず、選曲が終了し（ステップ２００）、送信器６０の映像選択モードボタン７２が押
されていると（ステップ２１０）、ＣＲＴ１２，１４に「映像登録ボタンを押して下さい
」と表示する（ステップ２２０）。
【００５４】
　そして、送信器６０の映像登録ボタン７４の１～１５のキーのうち、表示したい背景映
像の再生範囲が記憶されているキーが押されると（ステップ２３０）、その押されたキー
の番号に対応する登録番号をＣＲＴ１２，１４に表示するとともに、その登録番号を示す
登録番号データがＲＡＭ３８に一時保存される（ステップ２４０）。続いて、送信器６０
の設定ボタン７１が押され、上記一時保存された登録番号データに対応する背景映像の読
出しが確定すると（ステップ２５０）、上記ＲＡＭ３８に一時保存された登録番号データ
に対応するディスク番号、スタートアドレスデータ、ストップアドレスデータおよび背景
映像再生時間データをＥＥＰＲＯＭ５４の登録テーブル９２から読出す（ステップ２６０
）。
【００５５】
　続いて、その読出した背景映像再生時間データにより示される背景映像再生時間ＴＡが
、曲データの再生時間ＴＢ以上である場合には、上記読出した登録番号に対応するディス
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ク番号のディスクを選択し、そのディスクの上記読出されたスタートアドレスデータから
ストップアドレスデータまでの背景映像を再生する（ステップ２８０）。
【００５６】
　一方、背景映像再生時間ＴＡが曲データ再生時間ＴＢより短い場合には、曲データに含
まれるジャンルデータを読み出してＲＡＭ３８に一時保存し、上記読出した登録番号のデ
ィスクの再生が終了した後に、ＲＡＭ３８に一時保存されたジャンルデータに基づいて、
そのジャンルデータにより示されるジャンルに対応するディスクを選択し、そのディスク
内から１つの背景映像がランダムに選択して再生する（ステップ２９０）。
【００５７】
　つまり、気に入った背景映像の再生時間の方が、曲の演奏時間よりも短い場合には、気
に入った背景映像の再生終了後に、ジャンルデータに基づいて背景映像を選択して再生す
ることにより、ＣＲＴに表示されている背景映像が途中で消えてしまうのを防止する。
　なお、ステップ２９０では、ディスクチェンジの時間を考慮して、気に入った背景映像
の再生終了の３０秒前から、ジャンルデータに基づく背景映像の再生の準備を開始し、背
景映像が途切れないように制御する。
　以上のように、本実施形態のカラオケ装置によれば、自分が気に入って登録した背景映
像を見ながら歌うことができるため、より一層楽しく歌うことができる。
【００５８】
　また、気に入った背景映像を複数登録している場合には、上記ステップ２４０では、押
された分の複数の登録番号を格納し、ステップ２６０では、格納された複数の登録番号に
ついての各データを読出し、ステップ２７０では、読出された複数の登録番号の各背景映
像再生時間ＴＡの合計時間が、曲データ再生時間ＴＢ以上であるかを判定する。
　これによれば、１曲歌う中でも、色々な背景映像を見ながら歌うことができるため、飽
きが来ることなく楽しく歌うことができる。
【００５９】
　なお、上記実施形態では、気に入った背景映像を記憶する手段として、その背景映像に
付されているアドレスデータを用いて記憶する手段を説明したが、ＨＤＤ（ハードディス
クドライブ）、または、ＤＶＤ（デジタル　ビデオ　ディスク）－ＲＡＭを用いて、記憶
したい背景映像そのものを記憶する手段（請求項５に記載の再生範囲設定手段）を用いる
こともできる。
　この手段を用いる場合は、スタートボタン６９を押した時刻ｔ１より５秒前から３０秒
間単位で背景映像を記録する。
【００６０】
　ところで、ＣＰＵ３７により実行されるステップ１００ないしステップ１８０が、本発
明の再生範囲設定手段として機能し、ステップ２００ないしステップ２９０が背景映像再
生手段として機能する。また、ステップ２９０が、請求項９に係る背景映像再生手段とし
て機能する。さらに、ステップ１３０およびステップ２４０が、本発明の識別情報表示手
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、複数の背景映像のうち、再生する範囲を所望の範囲に
設定して再生することができるため、気に入った背景映像を再生することができる。
　特に、本発明をカラオケ装置に適用した場合には、気に入った背景映像を見ながら歌う
ことができるため、従来のものより、より一層楽しく歌うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明第１実施形態のカラオケ装置の主要構成を示す外観説明図である。
【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。

10

20

30

40

50

(10) JP 3868544 B2 2007.1.17



【図５】　背景映像データ９０の構成を示す説明図である。
【図６】　（Ａ）は、ストップボタン７０を押した時刻ｔ２が、スタートボタン６９を押
した時刻ｔ１から２５秒以内である場合を説明する説明図であり、（Ｂ）は、スタートボ
タン６９を押した時刻ｔ１から５秒前から３０秒単位で背景映像の再生範囲を設定する様
子を示す説明図である。
【図７】　背景映像の再生範囲を設定して記憶する場合のＣＰＵ３７の制御内容を示すフ
ローチャートである。
【図８】　記憶されている再生範囲に基づいて背景映像を再生する場合のＣＰＵ３７の制
御内容を示すフローチャートである。
【図９】　登録テーブルの説明図である。
【図１０】　ＣＤ－ＲＯＭ再生装置４０に収容されたＣＤ－ＲＯＭの説明図である。
【図１１】　ＣＲＴ１２に表示された背景映像２００および歌詞映像２０２の説明図であ
る。
【符号の説明】
　１０　　　　　カラオケ装置
　１２、１４　　ＣＲＴ
　１６　　　　　アンプ
　２０　　　　　制御装置
　３１　　　　　電話回線
　３７　　　　　ＣＰＵ
　４０　　　　　ＣＤ－ＲＯＭ再生装置
　４３　　　　　ハードディスクメモリ
　４４　　　　　音声制御回路
　４５　　　　　映像制御回路
　６０　　　　　送信器
　７４　　　　　映像登録ボタン
　８１、８２　　マイク
　８４　　　　　ホストコンピュータ
　９０　　　　　背景映像データ
　２００　　　　背景映像
　２０２　　　　歌詞映像
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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