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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の操作対象から１つを選択し、該選択された操作対象に関する種々のパラメータを
表示する表示手段を備えた装置に適用する表示制御装置であって、
　前記表示手段は、少なくとも第１のスワイプ操作と該第１のスワイプ操作とは異なる操
作態様の第２のスワイプ操作とを検出可能なスワイプ操作検出機能を備えたものとすると
ともに、
　前記表示手段に表示する画面に対し、その画面の全領域で前記第２のスワイプ操作が有
効となるように設定し、かつ、その画面に固有の前記第１のスワイプ操作が有効となる領
域を設定する領域設定手段と、
　前記表示手段にて前記第２のスワイプ操作が検出されたときには、前記表示手段に表示
された画面を他の操作対象に対応する画面に更新し、前記領域にて前記第１のスワイプ操
作が検出されたときには、前記表示された画面を、当該画面に対応する操作対象に関する
別の種類のパラメータまたは同種類のパラメータの中で異なる対象に対するパラメータの
設定を行うための画面に更新する、表示更新手段と
　を備えたことを特徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示制御装置において、
　前記表示更新手段は、前記領域にて前記第１のスワイプ操作が検出されたときには、前
記表示された画面中の前記領域に表示されている部分画面を当該画面に対応する操作対象
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に関する別のパラメータの設定を行うための部分画面に更新することを特徴とする表示制
御装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の表示制御装置において、
　前記領域設定手段は、前記表示手段に表示する画面に対し、前記第１のスワイプ操作が
有効となる領域を設けない設定ができることを特徴とする表示制御装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の表示制御装置において、
　前記表示手段における第１のスワイプ操作と第２のスワイプ操作は、スワイプ操作を行
う指等の本数を異ならせることで区別するものであることを特徴とする表示制御装置。
【請求項５】
　音響信号を処理する複数のチャンネルから表示対象チャンネルを選択し、該選択された
表示対象ｃｈに関する種々の設定情報を表示する表示手段を備えたミキサに適用する表示
制御装置であって、
　前記表示手段は、少なくとも第１のスワイプ操作と該第１のスワイプ操作とは異なる操
作態様の第２のスワイプ操作とを検出可能なスワイプ操作検出機能を備えたものとすると
ともに、
　前記表示手段に表示する画面に対し、その画面の全領域で前記第２のスワイプ操作が有
効となるように設定し、かつ、その画面に固有の前記第１のスワイプ操作が有効となる領
域を設定する領域設定手段と、
　前記表示手段にて前記第２のスワイプ操作が検出されたときには、前記表示手段に表示
された画面を他の表示対象チャンネルに対応する画面に更新し、前記領域にて前記第１の
スワイプ操作が検出されたときには、前記表示された画面を、当該画面に対応する操作対
象チャンネルに関する別の種類のパラメータまたは同種類のパラメータの中で異なる対象
に対するパラメータの設定を行うための画面に更新する、表示更新手段と
　を備えたことを特徴とするミキサ用の表示制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、スワイプ操作が可能な表示手段を備えた装置に適用する表示制御装置に関
し、特に音響信号を処理する装置に適用して好適な表示制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、入力した音響信号に対してミキシング等の種々の処理を施して出力するミキ
サが知られている。ミキサは、音響信号を処理するための複数のチャンネル（ｃｈ）を備
え、各ｃｈはそれぞれ設定されたパラメータに応じて音響信号処理を行う。各ｃｈ毎のパ
ラメータ値の設定は、例えば所定のＳＥＬスイッチ（選択スイッチ）を押す操作で操作対
象のｃｈを選択し、画面上にそのｃｈに関する選択ｃｈ画面を表示し、画面上のノブの表
示に対応する操作パネル上のノブを操作すること等の態様にて行っていた（非特許文献１
の「SELECTED CHANNEL セクション」や「SELECTED CHANNEL VIEW 画面」の説明参照）。
例えば、１つのｃｈから複数のＭＩＸバスのそれぞれへのセンドレベルの設定は、選択ｃ
ｈ画面に全ＭＩＸバス分のセンドレベルが表示されているので、各ＭＩＸバスに対応する
ノブを操作してセンドレベルを調整していた。
【０００３】
　一方、タブレット型ＰＣなどと呼ばれるタッチパネル式の表示／入力部を持ったコンピ
ュータが知られている。タブレット型ＰＣでは、指（タッチペンなどの場合もある）をデ
ィスプレイに触れることにより操作・入力指示を行うタッチインターフェースが用いられ
、その中にはスワイプと呼ばれるジェスチャ操作がある。スワイプ操作は、ディスプレイ
に触れた状態で指を滑らせる操作である。スワイプ操作は、タブレット型ＰＣのＵＩ（ユ
ーザインターフェース）の一部機能として利用することができ、例えば画面上のページを
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めくったりスクロールを行ったりする指示を行う場合などに用いられる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】DIGITAL MIXING CONSOLE M7CL、取扱説明書、２００５年、ヤマハ株式
会社、
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したミキサ等の装置では複数のｃｈの種々のパラメータを操作する必要があり、操
作性の良いＵＩが求められる。特にミキサでは、ＳＥＬスイッチで操作対象ｃｈを選択し
て選択ｃｈ画面を表示し、選択ｃｈ画面上のノブの表示に対応する操作パネル上のノブを
操作することなどでパラメータ値の設定を行っているが、ｃｈの切り替え操作と操作すべ
きノブを見つけてのパラメータ設定操作に対しては、誤操作（誤ったｃｈ選択や誤ったノ
ブの操作）を防止する観点からもその操作性を向上させることが求められる。
【０００６】
　本発明は、複数の操作対象から１つを選択し、該選択された操作対象に関する種々のパ
ラメータを表示する表示手段を備えた装置において、操作性を向上させ、誤操作を起こり
にくくするようなＵＩを実現する表示制御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】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明に係る発明は、複数の操作対象から１つを選
択し、該選択された操作対象に関する種々のパラメータを表示する表示手段を備えた装置
に適用する表示制御装置であって、前記表示手段は、少なくとも第１のスワイプ操作と該
第１のスワイプ操作とは異なる操作態様の第２のスワイプ操作とを検出可能なスワイプ操
作検出機能を備えたものとするとともに、前記表示手段に表示する画面に対し、その画面
の全領域で前記第２のスワイプ操作が有効となるように設定し、かつ、その画面に固有の
前記第１のスワイプ操作が有効となる領域を設定する領域設定手段と、前記表示手段にて
前記第２のスワイプ操作が検出されたときには、前記表示手段に表示された画面を他の操
作対象に対応する画面に更新し、前記領域にて前記第１のスワイプ操作が検出されたとき
には、前記表示された画面を、当該画面に対応する操作対象に関する別の種類のパラメー
タまたは同種類のパラメータの中で異なる対象に対するパラメータの設定を行うための画
面に更新する、表示更新手段とを備えたことを特徴とする。
【０００８】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の表示制御装置において、前記表示更新手段は
、前記領域にて前記第１のスワイプ操作が検出されたときには、前記表示された画面中の
前記領域に表示されている部分画面を当該画面に対応する操作対象に関する別のパラメー
タの設定を行うための部分画面に更新することを特徴とする。
【０００９】
　請求項３に係る発明は、請求項１または２に記載の表示制御装置において、前記領域設
定手段は、前記表示手段に表示する画面に対し、前記第１のスワイプ操作が有効となる領
域を設けない設定ができることを特徴とする。
【００１０】
　請求項４に係る発明は、請求項１に記載の表示制御装置において、前記表示手段におけ
る第１のスワイプ操作と第２のスワイプ操作は、スワイプ操作を行う指等の本数を異なら
せることで区別するものであることを特徴とする。
【００１１】
　請求項５に係る発明は、音響信号を処理する複数のチャンネルから表示対象チャンネル
を選択し、該選択された表示対象ｃｈに関する種々の設定情報を表示する表示手段を備え
たミキサに適用する表示制御装置であって、前記表示手段は、少なくとも第１のスワイプ
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操作と該第１のスワイプ操作とは異なる操作態様の第２のスワイプ操作とを検出可能なス
ワイプ操作検出機能を備えたものとするとともに、前記表示手段に表示する画面に対し、
その画面の全領域で前記第２のスワイプ操作が有効となるように設定し、かつ、その画面
に固有の前記第１のスワイプ操作が有効となる領域を設定する領域設定手段と、前記表示
手段にて前記第２のスワイプ操作が検出されたときには、前記表示手段に表示された画面
を他の表示対象チャンネルに対応する画面に更新し、前記領域にて前記第１のスワイプ操
作が検出されたときには、前記表示された画面を、当該画面に対応する操作対象チャンネ
ルに関する別の種類のパラメータまたは同種類のパラメータの中で異なる対象に対するパ
ラメータの設定を行うための画面に更新する、表示更新手段とを備えたことを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、複数の操作対象から１つを選択し、該選択された操作対象に関する種
々のパラメータを表示する表示手段を備えた装置において、ユーザにとっては分かりやす
く操作性のよいＵＩが実現され、誤操作も抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態の装置における本発明に係る機能要素の説明図
【図２】実施形態のデジタルミキサのハードウェア構成図
【図３】センドレベル設定画面例を示す図
【図４】エフェクタ設定画面例を示す図
【図５】コンプレッサ設定画面例を示す図
【図６】スワイプイベント処理のフローチャート
【図７】パラメータ種類変更時の第１スワイプ有効領域設定処理のフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態である装置における本発明に係る機能要素の説明図である
。本実施形態ではデジタルミキサに本発明を適用する例を説明するが、本発明は、複数の
操作対象から１つを選択し、該選択された操作対象に関する種々のパラメータを表示する
表示手段を備えた装置に適用可能である。デジタルミキサは、音響信号を処理する複数の
チャンネル（ｃｈ）を備え、各ｃｈで、入力した音響信号に対して効果付与処理、音量レ
ベル制御処理、およびミキシング処理などを行う。これらの各ｃｈは、ユーザにより設定
された各種のパラメータに従って動作する。そのため、複数のｃｈから１つを選択し、該
選択されたｃｈに関する種々のパラメータを表示してユーザに設定変更させる画面（選択
ｃｈ画面）を用意している。本実施形態では、このｃｈが操作対象である。
【００１６】
　図１の１０１～１０３は、実施形態のデジタルミキサが持つ機能要素のうち、本発明に
係る機能要素を図示したものである。表示手段１０１は、選択ｃｈ画面を表示する表示装
置であって、少なくとも第１のスワイプ操作と該第１のスワイプ操作とは異なる第２のス
ワイプ操作とを検出可能なスワイプ操作検出機能を備えたものである。領域設定手段は、
表示手段に表示する画面に対し、その画面に固有の前記第１のスワイプ操作が有効となる
第１スワイプ有効領域を設定する。表示更新手段は、表示手段にて前記第２のスワイプ操
作が検出されたときには、前記表示手段に表示された画面を他の操作対象に対応する画面
に更新し、前記第１スワイプ有効領域にて前記第１のスワイプ操作が検出されたときには
、前記表示された画面を当該画面に対応する操作対象に関する別のパラメータの設定を行
うための画面に更新する。
【００１７】
　図２は、本実施形態のデジタルミキサ２００の主要なハードウェア構成を示すブロック
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図である。ＣＰＵ２０１は、デジタルミキサ全体の動作を制御する処理装置である。メモ
リ２０２は、ＣＰＵ２０１が実行する各種のプログラムや各種のデータなどを格納した記
憶装置であり、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ、ハードディスクなどの記憶手段を適
宜組み合わせて構成したものである。表示器２０３は、このミキサの操作パネル上に設け
られた各種の情報を表示するためのディスプレイである。操作子２０４は、このミキサの
操作パネル上に設けられたユーザが操作するための各種の操作子（フェーダ、ロータリー
エンコーダ、スイッチ、ボタン等）である。信号処理部２０５は、例えばＤＳＰであり、
ＣＰＵ２０１の指示に基づいて各種の信号処理プログラムを実行することにより、波形Ｉ
／Ｏ２０６経由で入力した音響信号のミキシング処理、効果付与処理、及び音量レベル制
御処理などを行い、処理後の音響信号を波形Ｉ／Ｏ２０６経由で出力する。その他Ｉ／Ｏ
２０７は、例えばＰＣなどの各種の外部機器へ接続するためのインターフェースである。
バス２０８は、これら各部を接続するバスラインであり、コントロールバス、データバス
、およびアドレスバスを総称したものである。
【００１８】
　表示器２０３は、タッチパネルであり、スワイプ操作を検出可能なものである。特に、
表示器２０３は、第１のスワイプ操作と第２のスワイプ操作の２種類のスワイプ操作を検
出可能である。本実施形態では、第１のスワイプ操作は指１本を使った表示器２０３への
スワイプ操作とし、第２のスワイプ操作は指２本を使った表示器２０３へのスワイプ操作
とする。図１の表示手段１０１は、図２の表示器２０３により実現される。領域設定手段
１０２と表示更新手段１０３は、図２のＣＰＵ２０１で所定のプログラムを動作させるこ
とにより実現される。２１０は、本発明に係る表示制御装置を実現する構成要素を示す。
【００１９】
　以下の図３～図５で説明する画面の内容は従来の選択ｃｈ画面に相当する設定画面（す
なわち操作対象ｃｈを指定し、その操作対象ｃｈに関する各種のパラメータを設定する画
面）と同様である。これらの設定画面は、ユーザのパラメータ設定の指示（どのような指
示操作でも構わない）に基づき表示器２０３に表示されるものだが、初期画面はどの画面
でも構わない。ここでは図３（ａ）の画面を初期画面とする。どの設定画面でも、基本的
に画面上の全領域で第２のスワイプ操作が有効であり、第２のスワイプ操作で操作対象で
あるｃｈを切り替えることができる。また、全ての設定画面は、その画面に固有の第１ス
ワイプ有効領域を持つ。なお、本実施形態のミキサの設定画面では、操作対象であるｃｈ
に関して設定するパラメータの種類を指定できるようになっており、パラメータ種類が同
じ画面には同じ範囲の第１スワイプ有効領域が設定されている。第１のスワイプ操作は、
第１スワイプ有効領域内で行われたときのみ、本発明にかかるその操作による画面制御が
有効である。第１のスワイプ操作により、第１スワイプ有効領域に表示されている部分画
面の変更を行うことができる。本実施形態においては、第１のスワイプ操作により画面の
表示上で変更されるのは、基本的に第１スワイプ有効領域に表示されている部分画面の範
囲であり、その他の部分の表示は変更されない。第１スワイプ有効領域以外の領域で第１
のスワイプ操作を行っても、表示される画面の変更は行われないものとする。ただし、第
１スワイプ有効領域以外の領域において独自に第１のスワイプ操作に関連する機能等が定
義されている場合は、その領域での第１のスワイプ操作によりその定義に基づく動作（例
えば、その領域に表示されている内容に対応するパラメータ値の変更や表示画面の単なる
スクロール等）を行う場合もある。
【００２０】
　なお、本実施形態においては、ある操作対象に関するパラメータの数が、表示器２０３
には一度に表示しきれない場合がある。例えば、図３に例示した画面はあるｃｈに関する
センドレベルを設定する画面であるが、画面に表示可能な操作子群が図３の例のように６
セット分であるときに設定可能なミックスバスがそれ以上の数である場合などである。こ
ういった場合においては、本実施形態では操作可能なパラメータを複数の画面に分けて表
示するように構成しており、表示器２０３に表示される１つの画面を“ページ”と呼び、
これを他の画面（ページ）に切り替えることを“ページをめくる”あるいは“ページを進
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める／戻る”と呼ぶ。この場合、画面内の一部分の矩形領域の範囲（部分画面）で“ペー
ジをめくる”あるいは“ページを進める／戻る”場合もある。また、画面を切り替える際
、物理的な紙面をめくるような視覚効果を施してもよいし、画面がスライドし、元々表示
していた画面の下部から切り替え対象の画面が表示されるような視覚効果などを施しても
よい。
【００２１】
　図３（ａ）は、センドレベル設定画面例１（３００）を示す。この画面３００は、大き
く４つの領域に分けられている。左上の領域３１１は、現在操作対象ｃｈとしているｃｈ
番号（図示例の“ＣＨ１”は現在操作対象のｃｈのｃｈ番号が１であることを示す）を表
示する領域である。その右側の領域３１２は、機能切り替えのためのメニューやタブなど
を表示する領域であるが、ここに何が表示されるかは本発明と関連性が低いので図示を省
略した。
【００２２】
　領域３１２の下側の領域３１３は、センドレベル設定のための種々のオブジェクト（表
示物）、すなわち、選択中の操作対象ｃｈの、選択中のパラメータ種類に含まれている各
種のパラメータの値を設定するための種々のオブジェクトを表示する領域である。なお、
この領域３１３は上下２つの領域３１３－１と３１３－２に分かれているが、それら２つ
の領域３１３－１と３１３－２とを合わせて領域３１３と呼ぶ。
【００２３】
　領域３１３－１中、３０２はこの画面がｃｈ１からミックスバス１，２，…へ送出する
信号のセンドレベルを設定する画面であることを示す見出し「CH1 SEND TO MIX」である
。３０３はｃｈ１からミックスバス１への信号送出のオン／オフを切り替えるボタン、３
０４はｃｈ１からミックスバス１への信号送出のレベル（センドレベル）を示すフェーダ
のオブジェクトである。フェーダオブジェクト３０４はツマミの位置でセンドレベル値を
表現しており、このツマミをドラッグすることでセンドレベル値を変更できる。ただし、
操作パネル上の所定の物理操作子の操作で、フェーダオブジェクト３０４で表現している
センドレベル値を変更するようにしてもよい。この場合、物理操作子の位置とフェーダオ
ブジェクトの表示位置とは同期することが好ましい。領域３１３－１には、ミックスバス
１と同様に、ミックスバス２～６についてもオン／オフボタンとフェーダオブジェクトが
表示されている。３０７は領域３１３－１に現在表示されているページ位置を示す表示で
ある。ここでは第１ページが表示されているので、当該ページを示す表示３０７中の左端
の丸を黒丸にて図示している。領域３１３－２は、センドレベル設定に関する他のボタン
３０６などを表示する領域である。
【００２４】
　領域３１４は、操作対象ｃｈに関して設定するパラメータの種類を指定するためのボタ
ン表示領域である。ＳＥＮＤボタン３０５が選択されており（この部分の網掛けはこのボ
タンが選択されていることを示すものである）、現在、操作対象ｃｈであるｃｈ１のセン
ドレベル設定を行っていることを示している。
【００２５】
　図３（ａ）の画面３００における第１スワイプ有効領域は、網掛け（この網掛けは領域
の範囲を明確にするためのものであり実際の画面に表示される必要は無い）で図示した領
域３１３－１である。この領域３１３－１で例えば図示した画面に対して右から左方向へ
の第１のスワイプ操作が行われると、図３（ａ）の画面例１から図３（ｂ）の画面例２に
表示が更新される。この画面例２（３２０）では、領域３１１，３１２，３１３－２，３
１４は画面例３００の各領域と同じである。領域３１３－１のみページがめくられ、画面
例２では第２ページが表示されている。第２ページではミックスバス７～１２のオン／オ
フボタンとフェーダオブジェクトが表示されている。画面例１と同様に、３２３はミック
ス７のオン／オフボタン、３２４はミックスバス７のフェーダオブジェクトである。第２
ページに表示が更新されたので、ページ位置の表示３２７が更新されている。
【００２６】
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　なお、本実施形態では、図３（ａ）の領域３１１，３１２，３１３－２，３１４で第１
のスワイプ操作が行われたとしても、ミキサはその操作に応じたページ内容の表示更新処
理を行わない。この画面３００（および３２０，３３０でも同じ）では、領域３１３－１
のみで第１のスワイプ操作に応じたページ表示処理が有効であり、他の領域ではこの処理
を行わないからである。なお、図３（ａ）の領域３１３－１で例えば図示した画面に対し
て左から右方向への第１のスワイプ操作が行われた場合、現状で領域３１３－１に表示さ
れているのは１ページ目でありこれより前にページが無いので、表示の更新は行われない
。図３（ｂ）の画面例３２０では、画面例３００と同様に領域３１３－１が第１スワイプ
有効領域である。従って、この領域３１３－１で右から左方向への第１のスワイプ操作を
行うことにより、さらにページをめくってミックスバス１３以降のセンドレベル設定画面
を表示したり、それとは逆方向の第１のスワイプ操作を行うことにより、ミックスバス１
～６に対応するセンドレベル設定画面（図３（ａ））にページを戻ることもできる。
【００２７】
　図３（ａ）の画面例３００から画面中の任意の位置で第２のスワイプ操作が行われると
、図３（ｃ）の画面例３（３３０）に表示が更新される。上述したように第２のスワイプ
操作は操作対象であるｃｈを切り替える操作の意味を持つ。この画面例３３０は、領域３
１１の表示（“ＣＨ２”）から、操作対象となるｃｈがｃｈ番号１のｃｈからｃｈ番号２
のｃｈに切り替わっていることが分かる。なお、画面上右から左方向への第２のスワイプ
操作でｃｈ番号が増加する方向に切り替え、同左から右方向の第２スワイプ操作でｃｈ番
号が減少する方向に切り替えるものとする。図３（ｃ）の画面例３では画面例１から操作
対象ｃｈが切り替わったので、領域３１３－１の部分画面はｃｈ番号２のＭＩＸ１～６の
表示に更新されている。なお、第２のスワイプ操作で操作対象ｃｈが切り替わったとき、
領域３１３－１に表示されているページ位置（上記第１ページ、第２ページ等）は保持す
るものとする。例えば、画面例３００で領域３１３－１に表示されているのが第３ページ
であり、その状態で第２のスワイプ操作が行われると、切り替わったｃｈの画面でも領域
３１３－１には第３ページの部分画面が表示されるものとする。また、第２のスワイプ操
作で画面を切り替える際、表示画面に関するパラメータ種類等はそのまま保持されている
ものとする。例えば、図３に例示するセンドレベル設定画面において第２のスワイプ操作
がなされた場合は、操作対象とされるｃｈの変更乃至表示の更新が行われ、画面およびそ
の設定内容はセンドレベル設定画面のものが維持される。
【００２８】
　図４（ａ）は、例えば図３の画面例３００の領域３１４でＦＸボタンをタッチした場合
に表示されるエフェクタ設定画面例１（４００）である。なお、任意の設定画面から、操
作するパラメータ種類を指定するボタンのうちのＦＸボタンをタッチすることでエフェク
タ設定画面に切り替えることができる。この場合、操作対象ｃｈは、前の設定画面の操作
対象ｃｈのままとし、操作するパラメータ種類のみが変更されるものとする。
【００２９】
　エフェクタ設定画面例４００において、領域４１１は、図３の領域３１１と同様の操作
対象ｃｈのｃｈ番号を表示する領域である。領域４１２は、図３の領域３１２と同様の機
能切り替えのためのメニューやタブなどを表示する領域である。領域４１４は、操作対象
ｃｈに関して設定するパラメータの種類を指定するためのボタン表示領域である。ＦＸボ
タン４０５が選択されており、現在、操作対象ｃｈ１のエフェクタに関するパラメータ設
定を行っていることを示している。領域４１３は、図３の領域３１３に対応する部分画面
であり、エフェクタに関するパラメータ設定のための各種のオブジェクトが表示されてい
る（その表示内容は省略する）。４０２はこの画面がｃｈ１のエフェクタ設定画面である
ことを示す見出しの表示である。４０７は領域４１３に現在表示されているページ位置を
示す表示である。ここでは第１ページが表示されているので、表示４０７中の左端の丸が
黒丸になっている。
【００３０】
　図４（ａ）の画面４００における第１スワイプ有効領域は、網掛けで図示した領域４１
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３である。図４に例示した画面例では図３に例示した画面例と対比すると、第１スワイプ
有効領域の形状（サイズ）が異なる。このように設定するパラメータ内容が異なれば第１
スワイプ有効領域の形状を異ならせることができる。この領域４１３で右から左方向への
第１のスワイプ操作が行われると、図４（ａ）の画面例４００から図４（ｂ）の画面例２
（４２０）に表示が更新される。この画面例４２０では、領域４１１，４１２，４１４は
画面例４００の各領域と同じである。領域４１３のみページが図４（ａ）に例示したパラ
メータとは異なるパラメータを表示する画面にめくられ、画面例４２０では第２ページが
表示されている。第２ページに表示が更新されたので、ページ位置の表示４２７が更新さ
れている。
【００３１】
　図３で説明したのと同様に、領域４１１，４１２，４１４で第１のスワイプ操作が行わ
れたとしても、ミキサは当該スワイプ操作に応じたページ表示処理を行わない。図４（ｂ
）の画面例４２０では、画面例４００と同様に領域４１３が第１スワイプ有効領域である
ので、この領域４１３で第１のスワイプ操作を行うことにより、さらにページをめくり、
あるいは戻ることができる。
【００３２】
　図４（ａ）の画面例４００から画面中の任意の位置で第２のスワイプ操作が行われると
、図４（ｃ）の画面例３（４３０）に表示が更新される。上述のとおり、第２のスワイプ
操作は操作対象ｃｈの切り替え操作の意味を持つから、画面例４３０では、領域４１１の
操作対象ｃｈがｃｈ番号２のｃｈに切り替わっている。領域４１３の部分画面には、従前
の表示から当該ｃｈに関するパラメータが切り替えられて表示されている。
【００３３】
　図５（ａ）は、例えば図３の画面例３００の領域３１４でＣＯＭＰボタンをタッチした
場合に表示されるコンプレッサ設定画面例１（５００）である。任意の設定画面から、操
作するパラメータ種類を指定するボタンのうちのＣＯＭＰボタンをタッチすることでコン
プレッサ設定画面に切り替えることができる。この場合、操作対象ｃｈは、前の設定画面
の操作対象ｃｈのままとし、操作するパラメータ種類のみが変更されるものとする。
【００３４】
　コンプレッサ設定画面例５００において、領域５１１は、図３の領域３１１と同様の操
作対象ｃｈのｃｈ番号を表示する領域である。領域５１２は、図３の領域３１２と同様の
機能切り替えのためのメニューやタブなどを表示する領域である。領域５１４は、操作対
象ｃｈに関して設定するパラメータの種類を指定するためのボタン表示領域である。ＣＯ
ＭＰボタン５０５が選択されており、現在、操作対象とされるｃｈ番号１のコンプレッサ
に関するパラメータ設定を行っていることを示している。領域５１３は、図３の領域３１
３に対応する部分画面であり、コンプレッサに関するパラメータ設定のための各種のオブ
ジェクトが表示されている（その表示内容は省略する）。５０２はこの画面がｃｈ番号１
のｃｈのコンプレッサ設定画面であることを示す見出しの表示である。
【００３５】
　図５（ａ）の画面５００に第１スワイプ有効領域は無い。このように設定を行おうとす
るパラメータ種類などによっては、第１スワイプ有効領域が設けられていないものがある
。また、これは領域５１３に表示した部分画面が１ページしかないことを示している。第
１スワイプ有効領域が無いので、画面５００では、どこで第１のスワイプ操作を行っても
その操作に応じたページ表示処理は行われない。
【００３６】
　図５（ａ）の画面例５００から画面中の任意の位置で第２のスワイプ操作が行われると
、図５（ｂ）の画面例２（５２０）に表示が更新される。繰り返し述べるが、第２のスワ
イプ操作は操作対象の切り替え操作の意味を持つから、画面例５２０では、領域５１１の
操作対象のｃｈがｃｈ番号１のｃｈからｃｈ番号２のチャンネルに切り替わっている。領
域５１３の部分画面には、ｃｈ番号２のｃｈに関するパラメータが表示されている。
【００３７】
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　以上、センドレベル、エフェクタ、およびコンプレッサのパラメータの設定画面を説明
したが、他の種類のパラメータについても同様である。
【００３８】
　図６は、ＣＰＵ２０１が実行するスワイプイベント処理のフローチャートである。この
処理は、表示器２０３でスワイプ操作が検出されたときに実行される。ステップ６０１で
、スワイプの方法（第１のスワイプ操作か第２のスワイプ操作か）と場所を確認する。ス
テップ６０２で第２のスワイプ操作か否かを判定し、第２のスワイプ操作であれば、ステ
ップ６０３で操作対象であるｃｈのｃｈ番号をスワイプの操作方向に合わせて変更し、ス
テップ６０４で当該変更したｃｈ番号に対応した内容に表示を更新する。本実施形態では
ステップ６０３の処理は、第２のスワイプ操作が画面上右から左方向へのときは操作対象
のｃｈ番号を１つ増加し（その増加したｃｈ番号のｃｈを操作対象とし）、逆方向のとき
は１つ減少させる（その減少させたｃｈ番号のｃｈを操作対象とする）処理であるとする
。なお、フリック（タッチパネル上で指を素早く動かしたり弾いたりする操作）が行われ
たときは、検出された指の移動速度に応じてｃｈ番号の増加数や減少数を２以上にしても
よい。本発明では、スワイプを広義にとらえ、第１のスワイプ操作あるいは第２のスワイ
プ操作ともに所謂フリック操作も含めるものとする。
【００３９】
　ステップ６０２にて第２のスワイプ操作で無いと判定されたときは、本実施形態におい
ては第１のスワイプ操作であったということであるから、ステップ６０５で第１スワイプ
有効領域内の操作であったか否か判定する。検出・判定された第１のスワイプ操作が第１
スワイプ有効領域内の操作であったときは、ステップ６０６で第１スワイプ有効領域に表
示されている部分画面のページをスワイプの操作方向に合わせて変更し（本実施形態にお
いてはページ表示の切替を行う）、ステップ６０７で表示を更新する。ステップ６０６の
処理は、例えば第１のスワイプ操作が画面上右から左への方向のときは第１スワイプ有効
領域に表示されている部分画面のページを進める方向にめくり（例えば図３（ａ）から図
３（ｂ）の内容に切り替える）、逆方向のときはページを戻る方向にめくる（例えば図３
（ｂ）から図３（ａ）の内容に切り替える）処理である。なお、フリックが行われたとき
は、上記同様、検出された操作速度に応じてページめくりのページ数を調整してもよい（
例えば、第１ページが表示されている状況にてフリック操作が行われた時には表示ページ
を１以上更新して表示を切り替える等）。ステップ６０５で第１スワイプ有効領域内での
第１のスワイプ操作では無いと判定されたときは、何もせずに終了する。
【００４０】
　図７は、ＣＰＵ２０１が実行するパラメータ種類変更時の第１スワイプ有効領域の設定
処理のフローチャートである。この処理は、図３～図５で説明した各設定画面の領域３１
４，４１４，５１４に表示されている何れかのボタンがタッチされ、パラメータの種類が
指定されたときに実行される。ステップ７０１で、表示中の画面を、指示された新しいパ
ラメータ種類の設定画面に変更し表示を更新する。ステップ７０２で、新しいパラメータ
種類の設定画面に合わせて、第１スワイプ有効領域を設定する。図５に例示したように、
第１スワイプ有効領域が無しという設定も可能である。例えば、第１スワイプ有効領域を
どのように設定するかについては、例えばパラメータ種類毎に第１スワイプ有効領域とし
て設定する領域をあらかじめ規定し不図示のメモリ２０２上に記憶しておき、当該ステッ
プ７０１乃至７０２にてこれを読み出して適用にする。
【００４１】
　上記実施形態では、各設定画面の第１のスワイプ操作でページをめくる態様で説明した
が、スクロール等他の視覚効果を伴うページ表示処理でもよい。
【００４２】
　上記実施形態では、第１のスワイプ操作により画面上で変更されるのは、基本的に第１
スワイプ有効領域に表示されている部分画面の範囲でありその他の部分の表示は変更され
ないものとしたが、第１スワイプ有効領域内で第１のスワイプ操作が行われたとき、その
第１スワイプ有効領域以外の部分の表示が変更されるように構成してもよい。例えば、図
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３（ａ）で第１スワイプ有効領域３１３－１で第１のスワイプ操作を繰り返して最後のミ
ックスバスのページが表示され、さらに次に第１のスワイプ操作で次の操作対象となるｃ
ｈ（例えばｃｈ番号１のｃｈに関するセンドレベル設定画面を表示していた場合にはｃｈ
番号２のｃｈ）の第１ページに移行するなどである。また、上記同様フリック操作であっ
た場合にはさらに次の操作対象となるｃｈに関する表示画面に移行するなどしてもよい。
【００４３】
　第１のスワイプ操作や第２のスワイプ操作の操作態様は上記実施形態に限られない。例
えば、１本指と２本指以外の他のタッチ数（３本指以上など）で区別したり、タッチの強
さの違い、指の接触面積の違い、指の移動量の違い、タッチ時間（長押しの時間）の違い
などにより第１のスワイプ操作と第２のスワイプ操作とを区別してもよい。さらに、別の
オブジェクトや物理操作子の操作をしながら、あるいは操作せずに、スワイプ操作をする
ことで、第１のスワイプ操作と第２のスワイプ操作とを区別してもよい。
【００４４】
　上記実施形態では２つのスワイプ操作の方法のみを挙げて説明したが、スワイプ操作の
方法は２つに限らない。さらに多数のスワイプ操作方法から２つを選んで第１のスワイプ
操作と第２のスワイプ操作としてもよい。第２のスワイプ操作を受け付ける領域は、上記
実施形態では画面の全領域としたが、全領域中の一部で第２のスワイプ操作を受け付ける
ようにしてもよい。
【００４５】
　上記実施形態では、第２のスワイプ操作で操作対象であるｃｈを切り替え、第１のスワ
イプ操作で設定対象のパラメータのページを切り替えるようにしたが、切り替える対象は
これに限らない。例えば、第１のスワイプ操作にて表示ページを切り替える例を示したが
、例えば、図３の表示領域３１４で示したボタン操作による切替に相当する動作（図３、
図４、図５の表示内容・画面を切り替える等）であってもよい。また、操作対象はｃｈに
限らず、ｃｈのように同種のパラメータ群を有する異なる処理単位・機能単位等任意のも
のであってもよい。
【００４６】
　上記実施形態ではタッチパネルを利用したが、マルチタッチが可能であれば、トラック
パッドなどを利用してもよい。
【符号の説明】
【００４７】
　１０１…表示手段、１０２…領域設定手段、１０３…表示更新手段、２００…デジタル
ミキサ、２０１…中央処理装置（ＣＰＵ）、２０２…メモリ、２０３…表示器、２０４…
操作子、２０５…信号処理部（ＤＳＰ）、２０６…波形Ｉ／Ｏ、２０７…その他Ｉ／Ｏ。
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