
(57)【要約】
【課題】  任意のテキストファイルを自動的にメロディ
にのせて歌にしてしまう歌唱装置がなかった。
【解決手段】  供給されるテキストデータはテキスト解
析部４によってその音節データに変換され、供給される
テキストデータと共にメロディ生成部６に出力される。
また、音楽生成用ＳＭＦ２ａもメロディ生成部６に出力
される。そして、音節データは音楽生成用ＳＭＦ２ａの
メロディーに割り当てられてシーケンサ部８に出力さ
れ、ソフトシンセ１２によって、音節データを音声に変
換して音程を変化させながらサウンド出力部１４から出
力する。



【特許請求の範囲】
【請求項１】テキストデータを音節情報に変換する音節
変換手段と、
歌唱音程情報を出力する歌唱音程情報出力手段と、
前記音節変換手段にて変換された音節情報を前記歌唱音
程情報出力手段から供給される前記歌唱音程情報に自動
的に割り当てる割当て手段と、
前記割当て手段によって割り当てられた前記音節情報を
音声に変換して出力する出力手段とを有し、
前記出力手段は、前記音節情報をこの音節情報に対応す
る前記歌唱音程情報に合わせて音程を変化させながら発
音することを特徴とする歌唱装置。
【請求項２】前記割当て手段は、前記音節情報の音節数
に応じて割り当てる前記歌唱音程情報に基づく演奏時間
を可変させることにより、前記歌唱音程情報に合わせた
割り当てを行うことを特徴とする請求項１記載の歌唱装
置。
【請求項３】前記割当て手段は、前記歌唱音程情報に含
まれるメロディの音符の数を前記音節情報の音節数に応
じて可変させることにより、前記歌唱音程情報に合わせ
た割り当てを行うことを特徴とする請求項１記載の歌唱
装置。
【請求項４】前記割当て手段は、前記歌唱音程情報に含
まれる複数のメロディから選択することにより、前記歌
唱音程情報に合わせた割り当てを行うことを特徴とする
請求項１記載の歌唱装置。
【請求項５】前記音節変換手段は前記音節情報を適当な
音節数に分割する分割手段を有し、前記割当て手段は分
割された音節情報を前記歌唱音程情報に割り当てること
を特徴とする請求項１、請求項２、請求項３または請求
項４記載の歌唱装置。
【請求項６】歌唱に合わせた伴奏を行うための伴奏情報
を出力する伴奏情報出力手段を有し、
前記出力手段は、前記音節情報をこの音節情報に対応す
る前記歌唱音程情報に合わせて音程を変化させながら発
音すると共に、前記伴奏情報を前記音節情報に同期させ
て再生することを特徴とする請求項１、請求項２、請求
項３、請求項４または請求項５記載の歌唱装置。
【請求項７】前記歌唱音程情報と前記伴奏情報とを含ん
だ複数種類の演奏情報を蓄積する演奏情報蓄積手段を有
することを特徴とする請求項６記載の歌唱装置。
【請求項８】前記伴奏情報出力手段は、前記演奏情報蓄
積手段に蓄積されている複数種類の演奏情報から選択さ
れた演奏情報に含まれる伴奏情報を出力することを特徴
とする請求項７記載の歌唱装置。
【請求項９】供給されるテキストデータを音節情報に変
換し、所望の歌唱音程情報に前記音節情報を割り当て
て、前記歌唱音程情報のメロディラインに合わせて音程
を変化させながら発音させる歌唱プログラムが記録され
ていることを特徴とする記録媒体。

【請求項１０】バックグランド音楽として再生する伴奏
情報と、音節情報に割り当てて歌わせるため歌唱音程情
報とを含む演奏情報が記録されていることを特徴とする
記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、入力される文字な
どのテキストデータをメロディ音楽に合わせて読み上げ
る歌唱装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来から音声合成装置として知られてい
る各種音声読み上げ装置は、入力されるテキストデータ
を元に自然な形で読み上げるために、人間と同じイント
ネーションで発音するよう工夫が成されている。
【０００３】また、従来の歌を歌唱する音声合成装置
は、あらかじめメロディラインに音節データを手動で編
集して貼り付けておき、その後でメロディラインに合わ
せた発音を行わせることにより、機械的に歌唱させるも
のであった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】従来の人工的に歌を歌
わせる装置は、人手を介して音節データとメロディとを
貼り付けていたので、実際に歌わせるまでに時間と手間
が掛かっていた。そして、任意のテキストデータを任意
のメロディに貼り付ける場合には、発音させたい文字が
余ってしまったり、メロディが余ってしまうことが頻繁
に生じるので、実際には、曲と歌詞が対応している歌を
歌わせることしかできなかった。
【０００５】そこで本発明は、任意のテキストファイル
を自動的にメロディにのせて歌にしてしまう歌唱装置を
提供することを目的とする。すなわち、読み上げる音声
(ボーカル)は、バックに流れる音楽に合わせて、音程や
リズムがついた状態で読み上げる歌唱装置を提供する。
そして、その際のバック音楽の内容も任意に選択するこ
とができるようにする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】例えば、音楽の一つのジ
ャンルにラップ（Ｒａｐ）がある。これは歌詞を演奏に
合わせて、リズミカルにのせるものである。この場合、
歌そのものは音程があり、ただ単にテキストを棒読みす
るものとは異なっている。また、ラップに限らず、他の
ジャンルの歌であっても、歌詞を演奏に合わせてリズミ
カルにのせることにより、歌にすることができる。本願
はこの点に着目し、入力されたテキストファイルを用い
てラップやその他のメロディを生成し、このメロディに
合わせて発音させることにより音楽に合わせて歌うよう
にした歌唱装置を提供するものである。そして、その際
に、背景音楽に楽器による演奏をミックスすることによ
り、よりいっそう効果的な歌唱装置を実現することがで
きる。
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【０００７】このような歌唱装置を実現するために、本
発明の歌唱装置は図７に示すように以下のような構成を
備えている。
【０００８】１．テキストデータ４１を音節情報４５に
変換する音節変換手段４２と、歌唱音程情報４８を出力
する歌唱音程情報出力手段４７と、前記音節変換手段４
２にて変換された音節情報４５を前記歌唱音程情報出力
手段４７から供給される前記歌唱音程情報４８に自動的
に割り当てる割当て手段４６と、前記割当て手段４６に
よって割り当てられた前記音節情報５０を音声５２に変
換して出力する出力手段５１とを有し、前記出力手段５
１は、前記音節情報５０をこの音節情報５０に対応する
前記歌唱音程情報４８に合わせて音程を変化させながら
発音することを特徴とする歌唱装置。
【０００９】２．前記割当て手段４６は、前記音節情報
４５の音節数に応じて割り当てる前記歌唱音程情報４８
に基づく演奏時間を可変させることにより、前記歌唱音
程情報４８に合わせた割り当てを行うことを特徴とする
請求項１記載の歌唱装置。
【００１０】３．前記割当て手段４６は、前記歌唱音程
情報４８に含まれるメロディの音符の数を前記音節情報
４５の音節数に応じて可変させることにより、前記歌唱
音程情報４８に合わせた割り当てを行うことを特徴とす
る請求項１記載の歌唱装置。
【００１１】４．前記割当て手段４６は、前記歌唱音程
情報４８に含まれる複数のメロディから選択することに
より、前記歌唱音程情報４８に合わせた割り当てを行う
ことを特徴とする請求項１記載の歌唱装置。
【００１２】５．前記音節変換手段４２は前記音節情報
４５を適当な音節数に分割する分割手段４４を有し、前
記割当て手段４６は分割された音節情報４５を前記歌唱
音程情報４８に割り当てることを特徴とする請求項１、
請求項２、請求項３または請求項４記載の歌唱装置。
【００１３】６．歌唱に合わせた伴奏を行うための伴奏
情報４９を出力する伴奏情報出力手段４３を有し、前記
出力手段５１は、前記音節情報５０をこの音節情報５０
に対応する前記歌唱音程情報４８に合わせて音程を変化
させながら発音すると共に、前記伴奏情報４９を前記音
節情報４８に同期させて再生することを特徴とする請求
項１、請求項２、請求項３、請求項４または請求項５記
載の歌唱装置。
【００１４】７．前記歌唱音程情報４８と前記伴奏情報
４９とを含んだ複数種類の演奏情報を蓄積する演奏情報
蓄積手段を有することを特徴とする請求項６記載の歌唱
装置。
【００１５】８．前記伴奏情報出力手段４３は、前記演
奏情報蓄積手段に蓄積されている複数種類の演奏情報か
ら選択された演奏情報に含まれる伴奏情報を出力するこ
とを特徴とする請求項７記載の歌唱装置。
【００１６】９．供給されるテキストデータ４１を音節

情報４５に変換し、所望の歌唱音程情報４８に前記音節
情報４５を割り当てて、前記歌唱音程情報４８のメロデ
ィラインに合わせて音程を変化させながら発音させる歌
唱プログラムが記録されていることを特徴とする記録媒
体。
【００１７】１０．バックグランド音楽として再生する
伴奏情報４９と、音節情報４５に割り当てて歌わせるた
め歌唱音程情報４８とを含む演奏情報が記録されている
ことを特徴とする記録媒体。
【００１８】
【発明の実施の形態】本発明の歌唱装置の代表的な構成
例を図７に示す。同図において、テキストデータ４１は
音節変換手段４２に供給されて音節情報４５に変換さ
れ、割り当て手段４６に出力する。また、歌唱音程情報
出力手段４７は歌唱音程情報４８を割り当て手段４６に
出力する。この割当て手段４６は、音節変換手段４２に
て変換された音節情報４５を歌唱音程情報出力手段４７
から供給される歌唱音程情報４８に自動的に割り当て
て、割り当てられた音節情報５０を出力手段５１に出力
する。出力手段５１は、割当て手段４６によって割り当
てられた音節情報５０をこの音節情報５０に対応する歌
唱音程情報４８に合わせて音程を変化させながら発音す
る音声５２に変換して出力する。このような構成にする
ことにより、テキストデータ４１を歌詞として歌わせる
ことができる。
【００１９】そして、割当て手段４６は、音節情報４５
の音節数に応じて割り当てる歌唱音程情報４８に基づく
演奏時間を可変させることにより、歌唱音程情報４８に
合わせた割り当てを行うようにしても良いし、歌唱音程
情報４８に含まれるメロディの音符の数を音節情報４５
の音節数に応じて可変させることにより、歌唱音程情報
４８に合わせた割り当てを行うようにしても良い。さら
には、歌唱音程情報出力手段４７に含まれる複数のメロ
ディから選択することにより、割り当てを行うようにし
ても良い。
【００２０】また、音節変換手段４２内もしくはその後
段に、音節情報４５を適当な音節数に分割する分割手段
４４を設けて、分割された音節情報４５を歌唱音程情報
４８に割り当てるようにしても良い。
【００２１】そして、歌唱に合わせた伴奏を行うための
伴奏情報４９を出力する伴奏情報出力手段４３を設け
て、出力手段５１からは、音節情報４５をこの音節情報
４５に対応する歌唱音程情報４８に合わせて音程を変化
させながら発音すると共に、伴奏情報４９を音節情報４
５に同期させて再生することにより、伴奏付きで歌わせ
ることができる。
【００２２】さらに、歌唱音程情報４８と伴奏情報４９
とを含んだ複数種類の演奏情報を蓄積する演奏情報蓄積
手段（図示せず）を備えておき、そこから歌唱音程情報
４８と伴奏情報４９とを出力するようにしても良い。そ
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して、この場合、伴奏情報出力手段４３は、演奏情報蓄
積手段に蓄積されている複数種類の演奏情報から選択さ
れた演奏情報に含まれる伴奏情報を出力する。なお、歌
唱音程情報出力手段４７と伴奏情報出力手段４３とを合
わせたものをこの演奏情報蓄積手段としても良い。
【００２３】そして、本発明の歌唱装置は、パソコンな
どで構成しても良く、そのパソコンで動かすアプリケー
ションソフトとして、供給されるテキストデータを音節
情報に変換し、所望の歌唱音程情報に音節情報を割り当
てて、歌唱音程情報のメロディラインに合わせて音程を
変化させながら発音させる歌唱プログラムが記録されて
いる記録媒体を提供することにより、実現しても良い。
【００２４】さらに、演奏情報の供給手段（または演奏
情報蓄積手段）を、バックグランド音楽として再生する
伴奏情報と、音節情報に割り当てて歌わせるため歌唱音
程情報とを含む演奏情報が記録されている記録媒体を提
供することにより、実現しても良い。
【００２５】以下、本発明の歌唱装置の一実施の形態を
図面と共に説明する。図１は歌唱装置の一実施例の概略
構成を示すブロック図であり、その基幹部分が点線で囲
まれている。そして、図７に示す構成例に対応する構成
部分には、カッコ内にその部品名と符号を付しておく。
【００２６】同図において、テキストファイル１ａ、ワ
ープロ文書ファイル１ｂ、メールテキストファイル１ｃ
は、歌唱する歌詞として入力されるデータであり、各種
ワープロやワープロソフトで作成されたデータや電子メ
ールとして受け取った文字データ、クリップボード上の
データなど、各種ファイル形式や各種文字コード形式
（Shft#JIS,  UNICODE,  EUC等）のデータ（テキストデ
ータ４１）が、ファイル形式変換部３（音節変換手段４
２，分割手段４４）に入力される。
【００２７】ファイル形式変換部３は、いろいろなファ
イル形式や各種文字コード形式で入力される文字データ
１ａ，１ｂ，１ｃをテキスト解析部４で解析を行うため
の所定のデータ形式に変換してテキスト解析部４に出力
する。テキスト解析部４は、ファイル形式変換部３から
供給される漢字仮名混じり（英字や記号も含む）の文字
データのファイルに含まれる各文字を解析して、文節ご
とに（例えば「」などで）区切る。そして、読み変換テ
ーブル５を参照しながら漢字や記号を送り仮名を考慮し
て最適な読み仮名に変換して、ひらがな、カタカナ、ロ
ーマ字もしくは発音記号などから選ばれた一種類の読み
仮名と文節ごとの区切り記号からなる音節データファイ
ル（句読点などの文章や一定の区切りを示すコードや発
音時に用いる強調や弱い発音などの記号を含めても良
い）を作成して、漢字仮名混じりの文字データのファイ
ルと共にファイル形式変換部３に出力する。
【００２８】なお、読み変換テーブル５は、漢字とその
漢字の読み仮名をテーブルとして有しており、さらに記
号などの読み仮名（例えば、「％」の読み仮名は「パー

セント」）も対応させて格納している。また、漢字の読
みについては、送り仮名も含めた文章解析や文章の前後
関係を考慮した意味解析を行うなどして最適な読み仮名
を出力するようにしても良い。
【００２９】そして、漢字仮名混じりの文字データファ
イルと音節データファイル（音節情報４５）の音節との
相対的な位置関係を文字データファイルの先頭からのバ
イト数で表記する色変わり位置情報ファイルも作成す
る。この色変わり位置情報ファイルは音節データファイ
ルの先頭からの音節ごとに、それが文字データファイル
の何バイト目に相当するかを記述している。
【００３０】この漢字仮名混じりの文字データファイル
と音節データファイルと色変わり位置情報ファイルは、
ファイル形式変換部３からメロディ生成部６（割り当て
手段４６）に出力される。また、音楽生成用ＳＭＦ（St
andard MIDI File）記憶部２（伴奏情報出力手段４３，
歌唱音程情報出力手段４７）に記憶されている図２に示
すような複数種類（ラップやヒップホップなどの複数ジ
ャンル）の音楽の演奏情報（バックミュージックの再生
やボーカルとして読み仮名を発音させるためのＭＩＤＩ
データ）である音楽生成用ＳＭＦ２ａから任意もしくは
使用者によって選択された音楽生成用ＳＭＦ２ａをメロ
ディ生成部６に出力する。なお、ここでは演奏情報とし
てＭＩＤＩを用いているが、音楽の演奏情報を表すコー
ド及びその形式記述ファイルであれば、他のものを用い
ても良い。
【００３１】メロディ生成部６は、まず入力された音節
データから曲全体の構成を決定する。すなわち、入力さ
れた音楽生成用ＳＭＦ２ａをＳＭＦ解析部７へ供給して
ＳＭＦの内容を解析させて、その結果を受け取る。音楽
生成用ＳＭＦ２ａは、例えば、図３に示すようなバッキ
ング演奏データ(セット用アップデータ２１、イントロ
用データ２２、Ａメロ用バッキングパターンデータ２
３、Ｂメロ用バッキングパターンデータ２４、エンディ
ング用データ２５)（伴奏情報４９）と、メロディデー
タ（セットアップ用データ２６、複数種類のＡメロ用パ
ターンデータ２７、セットアップ用データ２８、複数種
類のＢメロ用パターンデータ２９）（歌唱音程情報４
８）とで構成される。メロディデータには、複数のメロ
ディラインが様々なバリエーションをもった演奏データ
として複数のＭＩＤＩチャンネルに各々記述され、再生
状況に応じて使い分けが行われる。
【００３２】また、ＳＭＦのヘッダチャンクに続く先頭
トラックをコンダクター・トラックとする（図示せ
ず）。このコンダクター・トラックは楽曲のテンポなど
を管理する情報で、音楽生成用ＳＭＦ２ａ内に必ず一つ
存在するトラックで、Meta Eventのみで構成される。
【００３３】そして、コンダクター・トラックの先頭
（Δｔ=0）には、ＳＭＦのSequence/Track Name Meta E
vent（Text Meta Eventは不可）を用いて、音楽生成用
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ＳＭＦ２ａのファイル名がテキスト形式で記述される。
また、これに続いて（Δｔ=0）、対象音源グループコー
ドをＳＭＦのText Meta Eventを用いて記述する。この
記述形式の例を以下に示す。
【００３４】（Δｔ=0）Sequence/Track Name Meta Eve
nt="ファイル名.拡張子"
（Δｔ=0）Text Meta Event="対象音源グループコード"
【００３５】さらに、具体的な例として、例えばHIPHO
P.RAP（ヒップホップ用の音楽生成用ＳＭＦ）の場合を
示す。
(Δｔ=0)  Sequence/Track Name Meta Event="HIPHOP.R
AP"
(Δｔ=0)  Text Meta Event=GM
(ただし、GMはGeneralMidiの略)
【００３６】ここで、図１に戻って説明を続けると、メ
ロディ生成部６には、ファイル形式変換部３から文字デ
ータファイル、音節データファイル、色変わり位置情報
ファイル及び音楽作成用ＳＭＦ２ａが入力される。音楽
作成用ＳＭＦ２ａに記述された音楽としては、イントロ
（Intro）に続いて、２種類のメロディ（Ａメロ、Ｂメ
ロ）の組み合わせを行い、最後にエンディング（Endin
g）がくるものを演奏するものとすると、イントロとエ
ンディングに挟まれたＡメロとＢメロの部分に全てのテ
キストをうまく当てはめるために、入力される音節デー
タファイルの総音節数等に応じて演奏する曲時間を調整
（ＡメロとＢメロの挿入数と組み合わせを決定）する。
【００３７】そして、図３に示すように、音楽作成用Ｓ
ＭＦ２ａのＡメロディパターン２７及びＢメロディパタ
ーン２９には、それぞれ最大１６通りのバリエーション
パターンが１６のＭＩＤＩチャンネルに分けられて時間
軸上で並列するように記録されている。また、Ａメロデ
ィパターン２７及びＢメロディパターン２９の各チャン
ネルごとの総音符数も記録されている。例えば、Ａメロ
ディパターン２７のチャンネル１（ｃｈ１）＝３１，ｃ
ｈ２＝２３，ｃｈ３＝４３，…などのような総音符数の
データが、例えばＳＭＦフォーマットのテキストメタイ
ベントなどを用いて音楽作成用ＳＭＦ２ａに記述されて
いる。
【００３８】メロディ生成部６は、音楽作成用ＳＭＦ２
ａが入力されると、Ａメロディパターン２７及びＢメロ
ディパターン２９の各チャンネルのある固定の組合わせ
を循環させながら、各メロディパターンが選択されるた
びにバリエーションパターンを適宜選択していく。循環
する組合せは、例えば、Ａ－Ｂ－Ａ－Ｂ…とか、ＡＡ－
ＢＢ－ＡＡ－ＢＢ…などのような固定の組合わせとす
る。ここで、Ａ－Ｂ－Ａ－Ｂ…という組み合わせが選択
されたとすると、最初にＡメロディパターン２７の各チ
ャンネルにあるバリエーションパターンから任意の一つ
を選択し、その音符数を取り出す。選択するバリエーシ
ョンパタンはランダムでも良いし、チャンネルの若い順

でも、ある一定の法則に従っても良い。次に、Ｂメロデ
ィパターン２９の各チャンネルにあるバリエーションパ
ターンから任意の一つを選択し、その音符数を取り出
す。選択するバリエーションパタンは、Ａメロディパタ
ーン２７と同様、ランダムでも良いし、チャンネルの若
い順でも、ある一定の法則に従っても良い。
【００３９】その後、再びＡメロディパターン２７に戻
り、同様にしてＡメロディパターン２７の各チャンネル
にあるバリエーションパターンから任意の一つを選択
し、その音符数を取り出す。これを順次繰り返して、総
音符数が音節データファイルの音節数を超えた時点で終
了する。その結果、例えば、（Ａ－Ｂ）の組合わせが３
回繰り返され、次のＡメロディパターン２７の途中で総
音符数が音節データファイルの音節数を超えたとする
と、曲の構成は、イントロ－Ａ－Ｂ－Ａ－Ｂ－Ａ－Ｂ－
Ａ－エンディングと決定される。このとき、Ａメロディ
パターン２７からエンディングに移ると音楽的に違和感
が生じると予想される曲の場合には、最後に（Ａ－Ｂ）
の組合わせが来るようにしてから終了しても良い。この
場合の曲の構成は、イントロ－Ａ－Ｂ－Ａ－Ｂ－Ａ－Ｂ
－Ａ－Ｂ－エンディングと決定される。
【００４０】なお、音節データファイルの音節数の中
に、息継ぎに相当する休むべき時間を無発音の音節とし
て入れておき、総音節数に含めておくとより好適であ
る。例えば、句読点などは通常音節として数えないが、
句読点があったときに句点を２個の音節、読点を１個の
音節などの無発音の音節を与えておくことにより、歌唱
時に少し間があくようにする。さらに、前述した文節ご
との区切り（例えば、「」など）を利用して文節ごとに
無発音の音節を入れたり、あるいは各文節の先頭の音節
にアクセントを付けるなどを行っても良い。このことに
より、歌唱された文章の内容が認識しやすくなる。
【００４１】また、メロディパターンに含まれる音符数
が音節数に比べて少なかったり多かったりした場合など
では、音符をところどころで追加したり、メロディライ
ンの音符を間引くなどして音符を音節数に合わせるよう
にしても良い。そして、音節数がメロディラインの音符
数を越えないようにしているが、少し越えてしまう場合
には一つの音符で２音節を歌わせるなどの工夫をして合
わせても良い。
【００４２】さらに、テキストには含まれないお囃子用
音声、かけ声などを随時発音させるようにしても良い。
そして、歌唱の際の声の種類(男性、女性、犬など)を切
り替えるように、音色切り替えを行っても良い。
【００４３】このようにして、演奏曲の全体構成及び演
奏パターンを決定することができる。そして、ボーカル
として発音するためにメロディデータの音符単位に割り
当てられた音節データは、ＭＩＤＩメッセージ（本実施
例の場合は後述するＮＲＰＮメッセージ）に変換され
る。
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【００４４】このＮＲＰＮの具体的数値について、下記
に基づいて簡単に説明すると、Ｂｎはコントロールチェ
ンジと呼ばれ制御信号として用いるメッセージを送信す
ることを表し、６３は次のデータがＮＲＰＮを指定する
データのうちのＭＳＢであることを示す記号、Ｈは６３
が１６進数表示であることを示す記号、６２は次のデー
タがＮＲＰＮを指定するデータのうちのＬＳＢであるこ
とを示す記号である。
【００４５】NRPNとして用いる番号:
データ形式=Bn63H<MSB>Bn62H<LSB>
MSB(CC#=99)=60H
LSB(CC#=98)=00H
【００４６】このメッセージにより、この後に続くＮＲ
ＰＮのデータエントリが「発音」であることが表わされ
ており、続いて来るＮＲＰＮのデータエントリのＭＳＢ
とＬＳＢの組合わせにより音節が指定される。例えば
「あ」であれば、送られてくるメッセージは、“Bn63H6
0H62HBn06H00H26H00H"となる。このように発音内容を示
すＮＲＰＮのデータエントリの具体的な例は図４に示す
通りである。
【００４７】また、メロディ生成部６は、表示装置１７
に表示するキャラクタの表示制御を行うために、音楽に
合わせたキャラクタのダンス、テキストに合わせたキャ
ラクタの口の動きなどのデータも生成するが、キャラク
タの動きに関するデータはあらかじめ決められたパター
ンをＭＩＤＩメッセージの形式やメタイベントの形式な
どを用いて音楽生成用ＳＭＦ２ａに記述しておいても良
い。
【００４８】そして、ＮＲＰＮとして変換された音節指
定データ、歌唱生成用のメロディデータ、バックグラン
ド演奏用のデータ及びキャラクタの動きに関するデータ
は、シーケンステーブルとしてシーケンサ部８に出力さ
れる。なお、色変わり位置情報ファイルと漢字仮名混じ
りの文字データファイルは、演奏部分表示制御部１５に
出力される。
【００４９】ここで出力されるシーケンステーブルは、
シーケンサモジュールがシーケンス再生しやすいように
ＳＭＦや音節データを変換したテーブルであり、音楽生
成用ＳＭＦ２ａと同様に、記述形式はＳＭＦ(Standard 
MIDI File 1.0）に準拠しても良い。そして、演奏系の
シーケンステーブル（ＮＲＰＮとして変換された音節指
定データ、歌唱生成用のメロディデータ、バックグラン
ド演奏用のデータ）と、表示系のシーケンステーブル
（キャラクタの動きに関するデータ）とを別にしても良
い。
【００５０】シーケンサ部８は、使用者の再生開始の操
作によって、入力されるシーケンステーブルをもとにシ
ーケンスを時間順に再生して出力制御部９に出力する。
これは、通常のＭＩＤＩシーケンサと同様の動作を行う
ものである。

【００５１】出力制御部９は、供給されるシーケンステ
ーブルをソフトシンセ１２（出力手段５１）が認識しや
すい形式の演奏情報記述テーブルに変換してソフトシン
セ１２に出力すると共に、文字の色変わりタイミング情
報を演奏部分表示制御部１５に出力する。そして、出力
制御部９はキャラクタの動きに関するデータをキャラク
タ表示制御部１６に出力する。なお、キャラクタの動き
に関するデータはメロディ生成部６から直接キャラクタ
表示制御部１６に送っても良い。
【００５２】ソフトシンセ１２は、ＧＭ（General MID
I）波形ファイル１０に蓄積されている波形データを使
用して、供給される演奏用のＭＩＤＩデータからバック
ミュージックを生成して、アンプやスピーカなどのサウ
ンド出力部１４に出力すると共に、ボーカル生成部１３
を有しており、ここではボーカル波形ファイル１１に蓄
積されている波形データを使用して、ＭＩＤＩメッセー
ジで示される音程データ及びＮＲＰＮで示された音節デ
ータを基にしてボーカル用のメロディデータに対応する
波形データを用いて発音データを生成し、サウンド出力
部１４に出力する。サウンド出力部１４からは、バック
ミュージックとそれに同期した発音データが音声（音声
５２）として出力される。なお、ボーカル波形ファイル
１１に蓄積されている波形データは、男性や女性、動物
などの種類を用意しておき、選択できるようにしても良
い。また、ソフトシンセサイザの代わりに外部ハード音
源を使用しても良い。
【００５３】演奏部分表示制御部１５は、色変わり位置
情報ファイルと、漢字仮名混じりの文字データファイル
が供給され、出力制御部９より入力される文字の色変わ
りのタイミング情報を基に、漢字仮名混じりの文字デー
タを表示装置１７に出力して表示させると共に、サウン
ド出力部１４から出力されるボーカルの発音タイミング
に合わせて、表示した文字の色変わりを行う。これによ
り、現在どこを歌っているのかを視覚的に確認すること
ができる。
【００５４】キャラクタ表示制御部１６は、供給される
キャラクタの動きに関するデータによって表示装置１７
に表示するキャラクタの動きを変化させる。このことに
より、サウンド出力部１４から出力される音楽に合わせ
て、キャラクタが踊ったり口を動かしたりするように見
える。キャラクタの動きは、何枚かの画像を用意して、
アニメーションＧＩＦのように切り替えても、リアルタ
イムでＣＧを制御しても良い。
【００５５】以上説明したように構成することにより、
サウンド出力部１４からは、バック音楽に合わせて入力
されたテキストが歌として歌われ、表示装置１７には、
歌詞（テキスト）が色変わり表示されると共に、キャラ
クタが歌に合わせて踊ったりする様子を表示することが
できる。
【００５６】次に、本発明の歌唱装置の第１及び第２の

(6)                   特開２０００－１０５５９５
9 10

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50



表示画面例をそれぞれ図５及び図６に示し、以下に説明
する。なお、両図に共通する表示部分には同一符号を付
してある。
【００５７】図５及び図６において、テキスト表示エリ
ア３１には、選択された文字データのファイル名を表示
するファイル名表示部３１ａとそのファイルに含まれる
文字データを表示するテキスト表示部３１ｂとを有して
いる。テキスト表示部３１ｂに表示されている文字デー
タは、曲の再生中に現在歌っている文字が色変わり表示
される。この色変わりのタイミング情報は、出力制御部
９及び演奏部分表示制御部１５を介してシーケンサ部８
によって制御される。
【００５８】曲構成中の再生箇所表示部３２には、現在
再生している部分がイントロ、Ａメロ、Ｂメロ、エンデ
ィングのどの部分かを表示するものであり、再生中は色
を変えるなどしている。そして、これを表示するための
情報は、出力制御部９より送られている。SONG PATTERN
選択エリア３３は、バックグラウンド再生曲のジャンル
を選択するものであり、この選択メニューボタンを選択
することにより、所望の音楽ジャンルを選択することが
できる。選択された音楽ジャンルはボタン表示で表さ
れ、曲の再生中は切り替え不可としてグレイ表示にな
る。さらに、ここにオプションボタンを設けて、新たな
曲（又はジャンル）を追加できるようにしても良い。こ
の場合、図２に示す音楽生成用ＳＭＦ記憶部２に新たな
音楽生成用ＳＭＦを追加することになる。
【００５９】なお、本発明では、バッキング演奏データ
とメロディデータとを音楽生成用ＳＭＦ２ａとして同一
のファイル内に記述しているが、別々のファイルから供
給するようにしても良い。
【００６０】Text File選択ボタン３４は歌わせたいテ
キストファイルを選択するためのボタンであり、このボ
タンが押されると、ファイル選択画面が開いてファイル
選択可能状態となる。ファイルが選択された後は、その
ファイルのタイトルがファイル名表示部３１ａに表示さ
れると共に、その内容がテキスト表示部３１ｂに表示さ
れる。テキスト表示部３１ｂはエディタ構成として、自
由にテキストを編集できるようにしても良い。この場合
は編集したファイルを保存するための機能（及びボタ
ン）を追加するとより一層便利になる。
【００６１】再生/停止ボタン３５は音楽と歌（読み上
げ）の再生、停止を行うボタンであり、シーセンサ部８
に対して制御を行う。停止の後に再生された場合には、
停止位置もしくは先頭から再生を再開する。キャラクタ
表示エリア３６には、演奏に同期して踊るキャラクタが
表示される。キャラクタの動き情報は、出力制御部９及
びキャラクタ表示制御部１６を介してシーケンサ部８か
らリアルタイムで制御される。なお、複数種類のキャラ
クタを用意しておき、選択されたジャンルごとに表示キ
ャラクタを変えるようにしても良い。また、表示される

キャラクタを直接操作（クリック）することにより、再
生/停止を行うようにしても良い。
【００６２】ボリューム制御スライダ３７は、サウンド
出力部１４から出力される音楽やボーカル音声の出力音
量を変更するための操作部であり、終了ボタン３８はこ
の歌唱装置のアプリケーションを終了させるためのボタ
ンである。
【００６３】以上説明した歌唱装置は、装置として提供
されるだけでなく、パーソナルコンピュータや携帯用端
末などで使用されるアプリケーションプログラムとして
提供しても良い。この場合、コンピュータ資源を利用し
て、供給される各種のテキストデータを音節データに変
換し、所望の演奏情報のメロディ部分に音節データを割
り当てて、演奏情報のメロディラインに合わせて音程を
変化させながら発音させる歌唱プログラムを記録媒体や
インターネットなどから提供することにより、上述した
歌唱装置の主要な機能を有する歌唱装置を実現すること
ができる。そして、歌詞の色変わり表示やキャラクタの
動き表示なども行う場合には、その制御プログラムを追
加すれば良い。
【００６４】さらに、音楽生成用ＳＭＦ２ａは外部から
供給しても良い。すなわち、図３に示したような構造を
有する、バックグランド音楽として再生するＭＩＤＩ演
奏データと音節データに割り当てて歌わせるためメロデ
ィデータとを含む音楽生成用ＳＭＦ（演奏情報）２ａを
記録媒体やインターネットなどから提供しても良い。
【００６５】そして、上記実施例では、ラップ音楽と共
に説明したが、他の音楽でも実現可能なのは言うまでも
ない。
【００６６】また、本実施例では、バッキング演奏デー
タで示されるバックグランド音楽に同期しているが、バ
ックグランド音楽を用いずに、メロディだけを歌わせる
ように構成しても良い。
【００６７】
【発明の効果】本発明の歌唱装置は、漢字仮名混じりの
文章や記号や英文字の混ざった通常の文章を、自動的に
その長さに合わせた歌に加工して歌わせることができ
る。
【００６８】また、歌に同期させてバックグランド音楽
を演奏することもでできるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の歌唱装置の一実施の形態を示すブロッ
ク図である。
【図２】音楽生成用ＳＭＦ記憶部２に記憶されている音
楽生成用ＳＭＦ２ａの例を示す図である。
【図３】音楽生成用ＳＭＦ２ａの構成例を示す図であ
る。
【図４】ＮＲＰＮで使用されるＭＳＢとＬＳＢの具体的
な例を示す図である。
【図５】本発明の歌唱装置の表示画面の例を示す図であ

(7)                   特開２０００－１０５５９５
11 12

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50



る。
【図６】本発明の歌唱装置の表示画面の例を示す図であ
る。
【図７】本発明の歌唱装置の構成例を示すブロック図で
ある。
【符号の説明】
２  音楽生成用ＳＭＦ記憶部
３  ファイル形式変換部
４  テキスト解析部
５  読み変換テーブル
６  メロディ生成部
７  ＳＭＦ解析部
８  シーケンサ部
９  出力制御部
１０  ＧＭ（General MIDI）波形ファイル
１１  ボーカル波形ファイル
１２  ソフトシンセ

１３  ボーカル生成部
１４  サウンド出力部
１５  演奏部分表示制御部
１６  キャラクタ表示制御部
１７  表示装置
４１  テキストデータ
４２  音節変換手段
４３  伴奏情報出力手段
４４  分割手段
４５  音節情報
４６  割当て手段
４７  歌唱音程情報出力手段
４８  歌唱音程情報
４９  伴奏情報
５０  割り当てた音節情報
５１  出力手段

【図２】

【図３】
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【図１】
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【図４】

【図５】
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【図６】
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【図７】
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