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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器からオーディオ信号を入力するための複数の入力ポートと、
　前記入力ポートにオーディオ信号を供給する外部機器のうち、ワイヤレスマイクからオ
ーディオ信号を受信して出力するワイヤレスマイクレシーバを、通信ネットワークを介し
て接続するための接続手段と、
　ユーザ操作に応じて、通信ネットワーク経由の通信を確立したいワイヤレスマイクレシ
ーバについて、前記ワイヤレスマイクレシーバに固有のＩＰアドレスと、該ワイヤレスマ
イクレシーバとの間で制御データを通信するために使用するアプリケーション層のプロト
コルとを入力するアドレス・プロトコロル入力手段と、
　前記アドレス・プロトコロル入力手段により入力されたＩＰアドレスに対応するワイヤ
レスマイクレシーバとの間で通信経路の確立を行い、該アドレス・プロトコロル入力手段
により入力されたアプリケーション層のプロトコルに従って前記ワイヤレスマイクレシー
バから当該レシーバが持つ制御データを受信する制御データ受信手段と、
　前記制御データ受信手段により制御データの通信が行われるワイヤレスマイクレシーバ
と前記入力ポートとの対応関係を設定する入力ポート設定手段と、
　それぞれ複数のチャンネルパラメータを有し、該チャンネルパラメータに応じて入力さ
れたオーディオ信号に信号処理を施して出力する複数の入力チャンネルと、
　前記複数の入力ポートと前記複数の入力チャンネルとの対応関係を規定する入力パッチ
手段と、
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　前記複数の入力チャンネルを介して入力されたオーディオ信号を選択的にミキシングす
るためのミキシング手段と、
　前記ミキシング手段によりミキシングされたオーディオ信号を出力する出力手段と、
　少なくともフェーダ操作子を備え前記複数の入力チャンネルのうち任意の入力チャンネ
ルが割当可能なチャンネルストリップを複数個具えたチャンネルストリップ群と、
　前記複数のチャンネルストリップそれぞれに対し、前記複数の入力チャンネルのうちい
ずれかのチャンネルを割当てるチャンネル割当手段と、
　前記チャンネル割当手段により複数のチャンネルストリップのそれぞれに割当てられた
複数の入力チャンネルに関する複数のチャンネルパラメータを入力チャンネル毎に表示す
る表示手段であって、該表示する入力チャンネルが前記ワイヤレスマイクレシーバに対応
する入力ポートのオーディオ信号を入力する入力チャンネルである場合は、前記複数のチ
ャンネルパラメータの一部に替えて前記受信した制御データに基づいて当該ワイヤレスマ
イクレシーバがオーディオ信号を受信しているワイヤレスマイクの状態を含む該レシーバ
の状態を表示する表示手段と
を具備することを特徴とするミキサ。
【請求項２】
　通信ネットワークを介して接続したオーディオ信号処理を供給する外部機器をミキサか
ら制御する機能をコンピュータに実現させるためのプログラムであって、
　前記ミキサは、
　　外部機器からオーディオ信号を入力するための複数の入力ポートと、
　　前記入力ポートにオーディオ信号を供給する外部機器のうち、ワイヤレスマイクから
オーディオ信号を受信して出力するワイヤレスマイクレシーバを、通信ネットワークを介
して接続するための接続手段と、
　　それぞれ複数のチャンネルパラメータを有し、該チャンネルパラメータに応じて入力
されたオーディオ信号に信号処理を施して出力する複数の入力チャンネルと、
　　前記複数の入力ポートと前記複数の入力チャンネルとの対応関係を規定する入力パッ
チ手段と、
　　前記複数の入力チャンネルを介して入力されたオーディオ信号を選択的にミキシング
するためのミキシング手段と、
　　前記ミキシング手段によりミキシングされたオーディオ信号を出力する出力手段と、
　　少なくともフェーダ操作子を備え前記複数の入力チャンネルのうち任意の入力チャン
ネルが割当可能なチャンネルストリップを複数個具えたチャンネルストリップ群と、
　　前記複数のチャンネルストリップそれぞれに対し、前記複数の入力チャンネルのうち
いずれかのチャンネルを割当てるチャンネル割当手段と、
　　前記チャンネル割当手段により複数のチャンネルストリップのそれぞれに割当てられ
た複数の入力チャンネルに関する複数のチャンネルパラメータを入力チャンネル毎に表示
する表示手段とを具えるものであり、
　前記プログラムは、
　　ユーザ操作に応じて、通信ネットワーク経由の通信を確立したいワイヤレスマイクレ
シーバについて、前記ワイヤレスマイクレシーバに固有のＩＰアドレスと、該ワイヤレス
マイクレシーバとの間で制御データを通信するために使用するアプリケーション層のプロ
トコルとを入力するアドレス・プロトコロル入力ステップと、
　　前記アドレス・プロトコロル入力ステップにより入力されたＩＰアドレスに対応する
ワイヤレスマイクレシーバとの間で通信経路の確立を行い、該アドレス・プロトコロル入
力手段により入力されたアプリケーション層のプロトコルに従って前記ワイヤレスマイク
レシーバから当該レシーバが持つ制御データを受信する制御データ受信ステップと、
　　前記制御データ受信ステップにより制御データの通信が行われるワイヤレスマイクレ
シーバと前記入力ポートとの対応関係を設定する入力ポート設定ステップと、
　　前記表示手段に表示する入力チャンネルが前記ワイヤレスマイクレシーバに対応する
入力ポートのオーディオ信号を入力する入力チャンネルである場合は、前記複数のチャン
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ネルパラメータの一部に替えて前記受信した制御データに基づいて当該ワイヤレスマイク
レシーバがオーディオ信号を受信しているワイヤレスマイクの状態を含む該レシーバの状
態を表示する表示制御ステップと
をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、オーディオミキサとオーディオ信号処理に関する外部機器との間で制御デ
ータを通信するための通信制御・設定に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から知られるディジタルミキサには、特定の外部機器 を接続するための端子（リ
モート端子）が具備されたものがあった。例えば、本出願人が販売するディジタルミキサ
：商品名「Ｍ７ＣＬ」は、リモート端子を介して、本出願人が販売するヘッドアンプ：商
品名「ＡＤ８ＨＲ」を接続することができた。リモート端子に接続される外部機器とミキ
サにおいては、両機器間で制御データの通信を行うための専用の通信プロトコルが両機器
の設計段階で固定的に設定されていた。従って、ユーザ（ミキサオペレータ）は、ミキサ
のリモート端子に前記特定の外部機器を接続するだけで、格別の通信設定操作を行うこと
なしに、両機器間で制御データの通信を行わせることができ、また、該リモート端子を経
由してヘッドアンプ等の特定の外部機器に対する各種設定をミキサ側から行うことができ
た。一方で、設計段階から予め通信プロトコルが固定されるということは、リモート端子
に接続できる外部機器を当該通信プロトコルに対応する特定の製品に限定することになる
という制限をもたらす（下記非特許文献１を参照）。
【非特許文献１】http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/japan/mixers/m7cl_ja_om.p
df
【０００３】
　ミキサに対するオーディオ信号の入力源の１つとしてワイヤレスマイクを利用する場合
、ワイヤレスマイクからの入力を無線で受信するワイヤレスマイクレシーバとミキサとを
オーディオケーブルを介して接続し、該レシーバがワイヤレスマイクから受信したオーデ
ィオ信号を、該オーディオケーブルを介してミキサに供給する。
【０００４】
　ワイヤレスマイクを使用する場合は、マイクの電池切れや、通信状況の悪化など、色々
な原因による不慮のトラブルに備えて、電池残量、通信周波数帯、通信状況、マイクレベ
ルなどのワイヤレスマイクの状態を監視する必要がある。この点について、ワイヤレスマ
イクレシーバは、ワイヤレスマイクの状態（電池残量、通信周波数帯、通信状況、マイク
レベルなど）を表す制御データを持っており、レシーバにおいてワイヤレスマイクの状態
を監視することや、通信周波数帯、マイクレベル、或いは、名称設定など各種パラメータ
を設定することができた。
【０００５】
　また、ワイヤレスマイクレシーバに対して。例えばＬＡＮケーブル等を介して、当該ワ
イヤレスマイクのモニタ用アプリケーションプログラムを実行するパーソナルコンピュー
タ（ＰＣ）を接続して、該ＰＣにワイヤレスマイクの制御データを転送することで、該Ｐ
Ｃにおいてワイヤレスマイクの状態の監視や各種パラメータ設定を行うことができた。
【０００６】
　前述の通り、上記非特許文献１に示すディジタルミキサにおいては、リモート端子に接
続できる外部機器は専用の通信プロトコルに対応した特定の製品に限られていたので、ワ
イヤレスマイクレシーバをリモート端子を介して接続すること、すなわち、該レシーバと
ミキサとを制御データの通信可能に接続することはできなかった。従って、ディジタルミ
キサ側では、ワイヤレスマイクの状態の監視や、そのパラメータ設定等を行うことはでき
なかった。
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　また、例えば、コンサートホール等の音響システムにおいて、ワイヤレスマイクレシー
バはワイヤレスマイクの近傍（例えば、ステージの脇等）に設置され、ミキサ設置場所と
は離れているのが一般的であり、また、ワイヤレスマイクのモニタ用アプリケーションプ
ログラムは専門性が高く、専任オペレータ以外（例えばミキサオペレータなど）には容易
に操作できるものではなかった。従って、ワイヤレスマイクの状態の監視や、そのパラメ
ータ設定等は、ミキサオペレータとは別のワイヤレスマイク専任オペレータが担当する作
業であった。
【０００７】
　ディジタルミキサとワイヤレスマイクレシーバ等の外部機器とが制御データの通信に使
用する通信プロトコルが予め規定されていれば、ＬＡＮ等の通信ネットワークを経由して
、ミキサと該レシーバ間で制御データの通信を行うことは可能となるであろう。しかし、
この手法では予め規定された通信プロトコルに対応する特定の機器（特定の機種、特定の
製造元の装置）にしか対応できない。また、ミキサを中心とした音響システムを構成する
各種外部機器（ヘッドアンプ、ワイヤレスマイクレシーバ、パワーアンプなど）は、多く
の製造元から種々製造・販売されている。従って、これら現存する多様な機種・製造元の
外部機器に必要十分に対応すべく、多様な機種・製造元の外部機器で使用される多様な通
信プロトコルを、該多様な機種・製造元の外部機器にそれぞれ対応付けてミキサの設計段
階で予め固定的に設定することは、極めて多大な手間及びコストを要する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　この発明は上述の点に鑑みてなされたもので、ミキサとオーディオ信号処理に関する外
部機器との間でＬＡＮ等の通信ネットワーク経由で制御データを通信できるようにするこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明に係るミキサは、外部機器からオーディオ信号を入力するための複数の入力ポ
ートと、前記入力ポートにオーディオ信号を供給する外部機器のうち、ワイヤレスマイク
からオーディオ信号を受信して出力するワイヤレスマイクレシーバを、通信ネットワーク
を介して接続するための接続手段と、ユーザ操作に応じて、通信ネットワーク経由の通信
を確立したいワイヤレスマイクレシーバについて、前記ワイヤレスマイクレシーバに固有
のＩＰアドレスと、該ワイヤレスマイクレシーバとの間で制御データを通信するために使
用するアプリケーション層のプロトコルとを入力するアドレス・プロトコロル入力手段と
、前記アドレス・プロトコロル入力手段により入力されたＩＰアドレスに対応するワイヤ
レスマイクレシーバとの間で通信経路の確立を行い、該アドレス・プロトコロル入力手段
により入力されたアプリケーション層のプロトコルに従って前記ワイヤレスマイクレシー
バから当該レシーバが持つ制御データを受信する制御データ受信手段と、前記制御データ
受信手段により制御データの通信が行われるワイヤレスマイクレシーバと前記入力ポート
との対応関係を設定する入力ポート設定手段と、それぞれ複数のチャンネルパラメータを
有し、該チャンネルパラメータに応じて入力されたオーディオ信号に信号処理を施して出
力する複数の入力チャンネルと、前記複数の入力ポートと前記複数の入力チャンネルとの
対応関係を規定する入力パッチ手段と、前記複数の入力チャンネルを介して入力されたオ
ーディオ信号を選択的にミキシングするためのミキシング手段と、前記ミキシング手段に
よりミキシングされたオーディオ信号を出力する出力手段と、少なくともフェーダ操作子
を備え前記複数の入力チャンネルのうち任意の入力チャンネルが割当可能なチャンネルス
トリップを複数個具えたチャンネルストリップ群と、前記複数のチャンネルストリップそ
れぞれに対し、前記複数の入力チャンネルのうちいずれかのチャンネルを割当てるチャン
ネル割当手段と、前記チャンネル割当手段により複数のチャンネルストリップのそれぞれ
に割当てられた複数の入力チャンネルに関する複数のチャンネルパラメータを入力チャン
ネル毎に表示する表示手段であって、該表示する入力チャンネルが前記ワイヤレスマイク
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レシーバに対応する入力ポートのオーディオ信号を入力する入力チャンネルである場合は
、前記複数のチャンネルパラメータの一部に替えて前記受信した制御データに基づいて当
該ワイヤレスマイクレシーバがオーディオ信号を受信しているワイヤレスマイクの状態を
含む該レシーバの状態を表示する表示手段とを具備する。
【００１０】
　この発明によれば、接続手段によりミキサに接続されたワイヤレスマイクレシーバにつ
いて、ワイヤレスマイクレシーバに固有のＩＰアドレスと、該ワイヤレスマイクレシーバ
との間で制御データを通信するために使用するアプリケーション層のプロトコルとを、ア
ドレス・プロトコロル入力手段によりユーザ操作に応じて入力して、制御データ受信手段
により、該入力されたＩＰアドレスに対応するワイヤレスマイクレシーバとの間で通信経
路の確立を行い、入力されたアプリケーション層のプロトコルに従ってワイヤレスマイク
レシーバから当該レシーバが持つ制御データを受信することができる。例えば、ミキサに
対してＬＡＮ等の通信ネットワークを介してワイヤレスレマイクレシーバを接続した場合
、ミキサにおいてＬＡＮ等の通信ネットワーク経由で該ワイヤレスレマイクレシーバの制
御データを受信することができる。そして、チャンネルパラメータを入力チャンネル毎に
表示する表示手段において、表示する入力チャンネルがワイヤレスマイクレシーバから受
信したオーディオ信号を入力する入力チャンネルである場合には、チャンネルパラメータ
の一部に替えて、ワイヤレスマイクレシーバから受信した制御データに基づいて当該ワイ
ヤレスマイクレシーバがオーディオ信号を受信しているワイヤレスマイクの状態を含む該
レシーバの状態を表示する。
【００１１】
　また、この発明は、通信ネットワークを介して接続したオーディオ信号処理を供給する
外部機器をミキサから制御する機能をコンピュータに実現させるためのプログラムであっ
て、前記ミキサは、外部機器からオーディオ信号を入力するための複数の入力ポートと、
前記入力ポートにオーディオ信号を供給する外部機器のうち、ワイヤレスマイクからオー
ディオ信号を受信して出力するワイヤレスマイクレシーバを、通信ネットワークを介して
接続するための接続手段と、それぞれ複数のチャンネルパラメータを有し、該チャンネル
パラメータに応じて入力されたオーディオ信号に信号処理を施して出力する複数の入力チ
ャンネルと、前記複数の入力ポートと前記複数の入力チャンネルとの対応関係を規定する
入力パッチ手段と、前記複数の入力チャンネルを介して入力されたオーディオ信号を選択
的にミキシングするためのミキシング手段と、前記ミキシング手段によりミキシングされ
たオーディオ信号を出力する出力手段と、少なくともフェーダ操作子を備え前記複数の入
力チャンネルのうち任意の入力チャンネルが割当可能なチャンネルストリップを複数個具
えたチャンネルストリップ群と、前記複数のチャンネルストリップそれぞれに対し、前記
複数の入力チャンネルのうちいずれかのチャンネルを割当てるチャンネル割当手段と、前
記チャンネル割当手段により複数のチャンネルストリップのそれぞれに割当てられた複数
の入力チャンネルに関する複数のチャンネルパラメータを入力チャンネル毎に表示する表
示手段とを具えるものであり、前記プログラムは、ユーザ操作に応じて、通信ネットワー
ク経由の通信を確立したいワイヤレスマイクレシーバについて、前記ワイヤレスマイクレ
シーバに固有のＩＰアドレスと、該ワイヤレスマイクレシーバとの間で制御データを通信
するために使用するアプリケーション層のプロトコルとを入力するアドレス・プロトコロ
ル入力ステップと、前記アドレス・プロトコロル入力ステップにより入力されたＩＰアド
レスに対応するワイヤレスマイクレシーバとの間で通信経路の確立を行い、該アドレス・
プロトコロル入力手段により入力されたアプリケーション層のプロトコルに従って前記ワ
イヤレスマイクレシーバから当該レシーバが持つ制御データを受信する制御データ受信ス
テップと、前記制御データ受信ステップにより制御データの通信が行われるワイヤレスマ
イクレシーバと前記入力ポートとの対応関係を設定する入力ポート設定ステップと、前記
表示手段に表示する入力チャンネルが前記ワイヤレスマイクレシーバに対応する入力ポー
トのオーディオ信号を入力する入力チャンネルである場合は、前記複数のチャンネルパラ
メータの一部に替えて前記受信した制御データに基づいて当該ワイヤレスマイクレシーバ
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がオーディオ信号を受信しているワイヤレスマイクの状態を含む該レシーバの状態を表示
する表示制御ステップとをコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によれば、ワイヤレスマイクレシーバに固有のＩＰアドレスと、該ワイヤレス
マイクレシーバとの間で制御データを通信するために使用するアプリケーション層のプロ
トコルとをユーザが入力することで、当該ワイヤレスマイクレシーバからＬＡＮ等の通信
ネットワーク経由で制御データを受信し、該受信した制御データに基づいて当該ワイヤレ
スマイクレシーバがオーディオ信号を受信しているワイヤレスマイクの状態を含む該レシ
ーバの状態を表示手段に表示することができ、このレシーバの状態の表示は、当該ワイヤ
レスマイクレシーバに対応する入力ポートのオーディオ信号を入力する入力チャンネルに
ついて、チャンネルパラメータの表示の一部に替えて行われるものである。したがって、
ミキサのオペレータ（ユーザ）は、チャンネル毎のチャンネルパラメータの制御や、フェ
ーダ操作子を用いたオーディオ信号のレベル制御などのような通常のミキシング操作を行
う同じ表示手段において、シームレスに、ワイヤレスマイクの状態を含むワイヤレスマイ
クレシーバの状態の監視や、そのパラメータ設定など、ワイヤレスマイクレシーバに関す
る作業を行うことができるという優れた効果を奏する。そして、従来専用のアプリケーシ
ョンソフトを用いて専任のオペレータが行っていたワイヤレスマイクレシーバに関する作
業を、ミキサのオペレータ自身が、通常のミキシング操作と同等なユーザインターフェー
スを用いて簡単に行うことができるようになることから、従来と比べて、少ない人的コス
トおよび設備的コストで、ワイヤレスマイクを用いたミキシングシステムを構築すること
ができるようになるという優れた効果を奏する。また、ユーザによって指定されたワイヤ
レスマイクレシーバとの間でのみ、該ユーザに指定されたアプリケーション層のプロトコ
ルに従って通信を確立することから、ミキサ設計段階ではワイヤレスマイクレシーバと該
レシーバで使用するアプリケーション層のプロトコルとの対応付けを固定的に設定してお
く必要がない。従って、多様な機種・製造元のワイヤレスマイクレシーバを通信相手に適
用することができ、また、少ない手間及びコストでＬＡＮ等の通信ネットワーク経由でワ
イヤレスマイクレシーバの制御データを通信できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下添付図面を参照してこの発明の一実施例について説明する。以下に述べる実施例に
おいては、この発明に係る通信設定機能を有するディジタルミキサについて説明する。
【００１４】
　図１は、この発明の一実施例に係るディジタルミキサを含むローカルエリアネットワー
ク（ＬＡＮ）構成の一例を示すブロック図である。図１において、ミキサ１００、複数の
ワイヤレスマイクレシーバ１０１及びパーソナルコンピュータ（ＰＣ）１０２の各機器は
、例えばイーサーネット（登録商標）等の汎用ネットワーク規格に準拠するネットワーク
インターフェースを具備し、各機器毎のネットワークインターフェースに接続されたＬＡ
Ｎケーブル１０３を介してハブ１０４に接続されている。すなわち、該ハブ１０４を介し
て互いに通信可能に接続された各機器により当該ディジタルミキサ１００を含むＬＡＮが
構成される。
【００１５】
　複数のワイヤレスマイクレシーバ１０１（図１において３台）は、図示外のワイレスマ
イクから入力されたオーディオ信号を無線で受信する装置である。各ワイヤレスマイクレ
シーバ１０１は、それぞれ、異なる機種であったり、製造元が異なるものであってよく、
図１においては、各機器毎に添え文字Ａ～Ｃを付与して、個々の装置の区別を表している
。各ワイヤレスマイクレシーバ１０１は、オーディオケーブル１０５を介してミキサ１０
０に接続されており、各ワイヤレスマイクレシーバ１０１において前記ワイヤレスマイク
から受信した各オーディオ信号はそれぞれ前記オーディオケーブル１０５を介してミキサ
１００に供給される。
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【００１６】
　ミキサ１００と複数のワイヤレスマイクレシーバ１０１の間では、ＬＡＮケーブル１０
３を介して（ＬＡＮ経由で）、ワイヤレスマイクの状態を表す制御データの通信が行われ
る。前記制御データは、例えばワイヤレスマイクの電池残量、通信周波数帯、通信状況、
ゲインレベルなどからなるデータである。なお、この実施例において、ＬＡＮ上では、デ
ータ本体と共に宛先や送信元アドレスなどを含むパケット単位でデータの通信が行われる
。
【００１７】
　ミキサ１００、複数のワイヤレスマイクレシーバ１０１及びパーソナルコンピュータ（
ＰＣ）１０２の各機器には、ＬＡＮ上で該各機器に固有の識別番号（ＩＰアドレス）が設
定され、このＩＰアドレスがＬＡＮ経由のデータ通信の宛先や送信元アドレスとなる。各
機器毎のＩＰアドレスは、各機器をＬＡＮに接続した際に当該機器において自動的に設定
されてもよいし、ユーザが各機器毎に手動設定できてもよい。詳しくは後述する通り、こ
の発明よれば、ミキサ１００において、ユーザ（ミキサオペレータ）がＬＡＮ経由の通信
を確立したい機器のＩＰアドレスと該機器との通信に使用する通信プロトコルとを手動で
指定することで、ＬＡＮ経由でミキサ１００とレシーバ１０１の間で制御データの通信を
行うことを可能とし、以って、各レシーバ１０１毎のマイクの電池残量や、通信周波数帯
、通信状況、ゲインレベルなど、ワイヤレスマイクの状態を、ミキサ１００側で監視・設
定できるようになる。
【００１８】
　また、ＰＣ１０２は、ミキサ１００のリモート制御用ソフトウェアプログラムを実行し
、該ミキサ１００をリモート制御するために使用される。すなわち、ＬＡＮを経由したＰ
Ｃ１０２とミキサ１００の間の通信プロトコルは、前記リモート制御用ソフトウェアプロ
グラムによって予め規定されているので、従来と同様に、格別の設定操作をユーザが行う
ことなしに、両機器間で制御データの通信を行わせることができる。
【００１９】
　図２は、ディジタルミキサ１００の電気的ハードウェア構成例を示すブロック図である
。ミキサ１００は、ＣＰＵ１、フラッシュメモリ２、ＲＡＭ３、信号処理回路（ＤＳＰ）
４、波形入出力インターフェース（波形Ｉ／Ｏ）５、表示器６、各種操作子７、電動フェ
ーダ８、レコーダ９、ネットワークインターフェース（ネットワークＩ／Ｏ）１０、ＵＳ
Ｂインターフェース（ＵＳＢ・Ｉ／Ｏ）１１を含み、各装置間がバス１Ｂを介して接続さ
れる。
【００２０】
　ネットワークＩ／Ｏ１０は、例えばイーサーネット（登録商標）規格のネットワークイ
ンターフェースで構成される。ミキサ１００は、ネットワークＩ／Ｏ１０に接続されたＬ
ＡＮケーブルによりハブ１０３に接続され、該ハブ１０３を経由して、ＬＡＮ上の他の機
器（図１の例ではワイレスマイクレシーバ１０１やＰＣ１０２）と通信可能に接続される
。また、ＵＳＢ・Ｉ／Ｏ１１に接続されたコネクタ（ＵＳＢ端子）１２を介してＵＳＢメ
モリ１３を接続することができる。そして、ＤＳＰ４の設定データ等のミキサ内部データ
をレコーダ９に転送し、レコーダ９に転送された前記内部データをＵＳＢメモリ１３にセ
ーブ・ロードすることができてよい。
【００２１】
　ＣＰＵ１、フラッシュメモリ２及びＲＡＭ３を含むマイクロコンピュータは、フラッシ
ュメモリ２又はＲＡＭ３に記憶された制御プログラムを実行し、当該ミキサ１００の全体
的な動作制御を行う。ＤＳＰ４は、オーディオ信号に対するディジタル信号処理を担う。
波形Ｉ／Ｏ５は、アナログ入力ポート、アナログ出力ポート及びディジタル入出力ポート
によって構成され、波形Ｉ／Ｏ５に対してオーディオケーブル１０５が接続される。波形
Ｉ／Ｏ５を介して入力されたアナログオーディオ信号はディジタル変換された後にＤＳＰ
４に供給され、ＤＳＰ４は該供給されたディジタルオーディオ信号に対してＣＰＵ１から
与えられる指示に基づく信号処理を施す。また、ＤＳＰ４における信号処理の結果として



(8) JP 4277885 B2 2009.6.10

10

20

30

40

50

生成されたディジタルオーディオ信号は波形Ｉ／Ｏ５を介してアナログ変換されて外部に
出力される。また、波形Ｉ／Ｏ５を介して接続されたディジタル音響機器との間でディジ
タルオーディオ信号の送受信を行うこともできる。
【００２２】
　表示器６、各種操作子７、電動フェーダ８は、後述の図４に示す操作パネル上に配設さ
れるユーザインターフェースである。ユーザは、各種操作子７や電動フェーダ８を使用し
て、例えば各種パラメータの設定や各種機能の起動指示等、ミキシング処理に関する各種
操作を行うことができる。また、電動フェーダ８には、フェーダつまみの操作位置を自動
制御するためのモータが内蔵されており、ＣＰＵ１から与えられる駆動信号に基づき、つ
まみ位置が自動的に制御される。表示器６は、当該ミキサが有する各種機能に応じた表示
画面を表示し、該表示画面上のＧＵＩを使用してシステム全体に関わる設定や各種機能毎
のパラメータの設定等を行うために使用できる。一例として、タッチパネル式の液晶ディ
スプレイで構成し、画面接触による操作入力が行えるようにしてよい。
【００２３】
　図３は、ＤＳＰ４が実行するオーディオ信号に対する信号処理の構成の概要を説明する
ためのブロック図である。ミキサ１００には、アナログオーディオ信号を入力するための
複数のアナログ入力ポート（Ａ入力）２０及び複数のディジタルオーディオ信号を入力す
るための複数のディジタル入力ポート（Ｄ入力）２１が具わる。前記図１に示したワイヤ
レスマイクレシーバ１０１からのオーディオ信号を伝送するオーディオケーブル１０５は
Ａ入力２０のいずれかに接続されることになる。
【００２４】
　入力パッチ２２は、各入力ポート（Ａ入力２０乃至Ｄ入力２１）を複数の入力チャンネ
ル２３のいずれかに選択的に接続することで、１つの入力チャンネル２３に対して１つの
入力ポート（Ａ入力２０乃至Ｄ入力２１）からの入力信号を割り当てている。また、入力
パッチ２２における各入力チャンネル２３と入力ポートの接続を示すデータは「パッチデ
ータ」としてフラッシュメモリ２或いはＲＡＭ３等適宜のメモリに保管される。なお、こ
の明細書において、入力ポートと入力系チャンネルを対応付けて接続すること、或いは、
出力ポートと出力系チャンネルを対応付けて接続することを「パッチ」という。
【００２５】
　複数の入力チャンネル２３（図の例では「１ｃｈ」～「３２ｃｈ」の３２本）は、それ
ぞれ、入力ポートから割り当てられたディジタルオーディオ信号に対するリミッタ、コン
プレッサ、イコライザ、フェーダ、パンなどのパラメータ設定部、各バスへの出力をオン
オフする出力先選択部、各バスへの出力レベルを調整するセンドレベル調整部等を具備し
ており、各入力チャンネル２３毎に入力されたオーディオ信号の特性やレベルの調整を行
う。各入力チャンネル２３の信号出力側は、所定の複数（図の例では「ｍｉｘ１」～「ｍ
ｉｘ１６」の１６本）のミキシングバス２４の各々に接続されており、ユーザは各入力チ
ャンネル２３の出力信号を所望のミキシングバス２４に送出することができる。ミキシン
グバス２４では、複数の入力チャンネル２３から入力する信号を各入力チャンネル２３毎
の信号出力レベルに応じたミキシング比で混合（ミキシング）する。
【００２６】
　前記複数のミキシングバス２４の各々に対応する複数のミックスチャンネル２５（図の
例では「１ｃｈ」～「１６ｃｈ」までの１６本）は、それぞれ、キシングバス２４から送
出されたディジタルオーディオ信号に対するリミッタ、コンプレッサ、イコライザ、フェ
ーダ等のパラメータ設定部を備えており、各ミックスチャンネル２５毎に供給されたオー
ディオ信号の特性やレベルを調整する。出力パッチ２６は、各ミキシングチャンネル２５
を所定のアナログ出力ポート（Ａ出力）２７又は複数のディジタル出力ポート（Ｄ出力）
２８に選択的に接続することで、１つの出力ポート（Ａ出力２７又はＤ出力２８）に対し
て１つのミキシングチャンネル２５の出力信号を割り当てる。かくして、Ａ出力２７又は
Ｄ出力２８からは、ユーザ所望のミキシング処理が施されたオーディオ信号が出力される
。
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【００２７】
　図４は、ディジタルオーディオミキサ１００の操作パネルの要部を抽出して示す概略外
観図である。図４において、操作パネル上には表示器６や多数の操作子類（図２に示す操
作子７や電動フェーダ８に相当する）が配備されている。符号３０は、複数のチャンネル
ストリップを備えたチャンネルストリップセクションである。ミキサのオペレータ（ユー
ザ）は、ナビゲーションセクション３１に含まれる操作子を用いて、チャンネルストリッ
プセクション３０のチャンネルストリップ群に任意の種類のチャンネル（入力チャンネル
やミキシングチャンネルなど）のグループを割り当てることで、該チャンネルストリップ
に備わる操作子を用いて、当該チャンネルストリップに割り当てたチャンネルの主要なパ
ラメータを操作することができる。また、ユーザはチャンネルストリップセクション３０
に割り当てられたチャンネルのうちの任意の１つのチャンネルを選択し、該選択した任意
の１つのチャンネルを構成する主要なパラメータをセレクテッドチャンネルセクション３
２に展開することができ、セレクテッドチャンネルセクション３２に備わる複数の操作子
を用いて前記パラメータの設定を行うことができる。
【００２８】
　表示器６に表示される各種設定用の画面には、例えば、ＩＰアドレスと通信プロトコル
の設定画面（後述の図７参照）や、入力パッチ乃至出力パッチの設定画面、チャンネルス
トリップセクション３０に現在割り当てられているチャンネル群の主要なパラメータを制
御するためのコントローラ画面や、セレクテッドチャンネルセクション３２に展開された
チャンネルについて詳細なパラメータ設定を行う画面等がある。
【００２９】
　図５は、前記コントローラ画面の表示例を示している。ユーザがナビゲーションセクシ
ョン３１を用いてチャンネルストリップセクション３０に割り当てる入力チャンネルのグ
ループを選択すると、表示器６には該選択されたチャンネルグループに対応するコントロ
ーラ画面６０が表示される。コントローラ画面６０には、チャンネルストリップセクショ
ン３０を構成する複数の物理的チャンネルストリップの各々に対応して、複数(図におい
ては８個）のチャンネルストリップ画像６１が表示される。なお、コントローラ画面６０
において、各チャンネルストリップ画像６１の表示位置は、各々が対応付けられた物理的
チャンネルストリップの操作パネル上の配置位置に対応づけらている（図４参照）。
【００３０】
　コントローラ画面６０上の各チャンネルストリップ画像６１には、割り当てられた入力
チャンネルのチャンネル番号（図の例では「ＣＨ１」～「ＣＨ８」）と入力源の種類を表
示するチャンネル番号／入力源種類表示領域６２、当該入力チャンネルの入力源の状態を
表示する入力源状態表示領域６３、ミックスバスへのセンドレベルを調整するノブ操作子
画像表示領域６４等が設けられている。なお、図５においては図示及び説明の便宜上、チ
ャンネル番号「ＣＨ１」及び「ＣＨ８」の各チャンネルストリップ画像６１についてのみ
符号を付与し、他を省略した。また、「ＣＨ１」及び「ＣＨ８」の各チャンネルストリッ
プ画像６１について、入力源状態表示領域６３を点線で囲い、これを明示した。また、各
チャンネルストリップ画像６１には、図に例示した要素の他にも、当該チャンネルの主要
なパラメータ（イコライザ、音量レベルなど）を表す表示領域等が設けられてよい。
【００３１】
　チャンネル番号／入力源種類表示領域６２において、入力源の種類の表示は、当該入力
源の楽器乃至演奏パート名（例えばマイク（ＭＩＣ）、ギター（Ｇｕｉｔａｒ）など）の
文字列を表示してもよいし、或いは、該入力源の楽器乃至演奏パートを絵柄化したアイコ
ンを表示するようにしてもよい。図５の例では、チャンネル番号「ＣＨ１」～「ＣＨ４」
が入力源としてワイヤレスマイクレシーバ１０１からの入力が割り当てられたチャンネル
であり、また、チャンネル番号「ＣＨ５」～「ＣＨ８」が、入力源としてその他の通常の
外部機器（ワイヤレスレシーバ以外の外部機器で例えば有線マイク等）からの入力が割り
当てられたチャンネルである。
【００３２】
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　通常の外部機器（ＨＡ）からの入力が割り当てられたチャンネル「ＣＨ５」～「ＣＨ８
」では、入力源状態表示領域６３には、ＨＡゲイン調整ノブ６５、ＨＡに供給されるファ
ンタム電源のオンオフスイッチ６６、割り当てられたＨＡの正相・逆相の切り替えスイッ
チ６７の各画像が表示される。これに対して、ワイヤレスマイクレシーバ１０１からの入
力が割り当てられた「ＣＨ１」～「ＣＨ４」の各チャンネルストリップ画像６１の入力源
状態表示領域６３には、詳しくは後述する通り、通常の外部機器からの入力が割り当てら
れているチャンネルにおける、ＨＡゲイン調整ノブ６５、ファンタム電源オンオフスイッ
チ６６、及び、正相・逆相切り替えスイッチ６７の各画像に替えて、ＬＡＮ経由でワイヤ
レスマイクレシーバ１０１から受信した制御データに基づき、ワイヤレスマイク用の表示
がなされる。すなわち、マイクの通信周波数帯（図では「通信Ｆ」と記す）６８、マイク
音量レベル６９、電池残量７０等のマイクの状態が表示される。図５に示すとおり、ワイ
ヤレスマイク用の表示（「ＣＨ１」～「ＣＨ４」）と、通常の入力の表示（「ＣＨ５」～
「ＣＨ８」）とで、表示デザインが統一されているので、見た目の美観及び操作性を損な
うことがなく、且つ、ミキサのオペレータにとってワイヤレスマイクの制御データの監視
・設定が行いやすいという点で優れている。
　なお、ユーザは、コントロール画面上の各操作子画像又は表示欄毎に設定画面を別途立
ち上げることで、該設定画面から詳細な設定・操作が行えてよい。
【００３３】
　次に、ミキサ１００とワイヤレスマイクレシーバ１０１をＬＡＮ経由で接続・制御する
ためにミキサにおいて実行する各種処理の手順の一例についてフローチャートを参照して
説明する。図６は、ミキサ１００にワイヤレスマイクレシーバ１０１を接続する際の接続
処理手順の一例を示すフローチャートである。なお、ここで接続処理は、ＬＡＮケーブル
１０３を介して物理的に接続された機器同士を論理接続する処理を指す。すなわち、ミキ
サ１００とワイヤレスマイクレシーバ１０１との論理接続を設定するための接続設定画面
をミキサ１００の表示器６に表示させる指示をユーザが行ったときに、図６の接続処理は
起動する。
【００３４】
　ステップＳ１において、表示器６に接続設定画面を表示して、オペレータに論理接続を
設定したい機器（ワイヤレスマイクレシーバ１０１）のＩＰアドレスと通信プロトコルの
入力を促す。接続設定画面の一例を図７に示す。接続設定画面には、ＩＰアドレスを入力
するＩＰアドレス入力欄７１と、通信プロトコルの選択を行う通信プロトコル選択欄７２
とが備わる。ユーザは、ＩＰアドレス入力欄７１に、通信を確立(論理接続）したい機器
（前記図１の構成例ではワイヤレスレシーバＡ～Ｃの何れか）に設定されているＩＰアド
レスを入力することで、通信対象機器のＩＰアドレスを指定する。ＩＰアドレスは、前述
の通り、各機器をＬＡＮに接続した際に自動で又はオペレータによる手動入力で各機器毎
に設定された識別番号であり、例えば、８ビットずつ４つに区切られた３２ビットの数値
により構成される。
【００３５】
　図７に示す接続設定画面の通信プロトコル選択欄７２においては、複数種類の通信プロ
トコル（図７において「ＡＡＡＡ」、「ＢＢＢＢ」等の文字列により複数種類の通信プロ
トコルを表す）がリストアップされており、各通信プロトコルに対応してラジオボタン７
３が設けられている。ユーザは、前記ＩＰアドレス入力欄７１に入力したＩＰアドレスに
対応する機器との間で制御データを通信するために使用する通信プロトコルのラジオボタ
ン７３にチェックを入れることで、通信プロトコル選択欄７２から任意の１つの通信プロ
トコルを指定することができる。また、図７において、「ＯＫ」ボタン７４を用いて接続
設定画面の設定内容を確定することができ、「キャンセル」ボタン７５を用いて接続設定
画面の設定内容を取り消すことができる。すなわち、ＩＰアドレスと通信プロトコルの対
応付けはユーザの判断に任せればよく、ＩＰアドレス先の機器がどの通信プロトコルを使
用するのかをミキサ１００で予め認識している必要はない。このため、ミキサ１００では
複数種類の通信プロトコルの情報を保持するだけでよく、ミキサ１００の設計段階では外
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部機器と通信プロトコルとを対応付けを固定的に設定して おく必要がない。従って、少
ない手間及びコストでＬＡＮ経由で制御データを通信できるようになる。また、ＩＰアド
レス先の機器がどの通信プロトコルを使用 しているのかを問い合わせる通信等、ミキサ
１００とレシーバ１０１の間における通信制御・設定のための事前通信は不要であるため
、基本的には音響信号処理 に特化された装置であるべきミキサ１００及び通信相手の機
器（レシーバ１０１）に複雑な通信機能を要求しないという利点がある。
　なお、少なくとも各機器にて使用すべき通信プロトコルがユーザ（ミキサオペレータ）
に通知されていなければならない。ユーザは各機器にて使用すべき通信プロトコルの情報
を例えば当該機器の取り扱い説明書の記載、或いは当該機器の製造元への問い合わせ等に
より得ることができる。
【００３６】
　ところで、周知の通り、ネットワークプロトコルとして標準的に使用されている「ＴＣ
Ｐ／ＩＰプロトコル」は、役割に応じた複数の階層に分けて構築されている。その下位層
のプロトコルは、ネットワークにアクセスしたり、データパケットを相手まで届けるため
の機能等、通信制御における直接的なインターフェース機能を規定するものであり、これ
に対して、最上位層のアプリケーション層のプロトコルは、実際にアプリケーションが用
いる各種サービスのメッセージのやり取り、メッセージの解釈の仕方等について規定する
ものである。図７に示す接続設定画面においてユーザが設定する「通信プロトコル」は、
前記アプリケーション層のプロトコルに相当するものであり、主には通信相手の持つ制御
データの解釈の仕方を規定する。
【００３７】
　ユーザによりＩＰアドレスと通信プロトコルとが指定されたら（ステップＳ２のＹＥＳ
）、ステップＳ３において、前記指定されたＩＰアドレス先のワイヤレスマイクレシーバ
１０１（当該ＩＰアドレスが設定されている機器）をＬＡＮ上から検出して、該検出した
レシーバ１０１とミキサ１００との間の論理接続を設定する。すなわち、検出したワイヤ
レスマイクレシーバ１０１とミキサ１００の間で通信経路を確立し、該論理接続したレシ
ーバ１０１から受信するデータを、前記接続設定画面において指定された通信プロトコル
を用いて解釈するように設定する。これにより、ミキサ１００は、ユーザにより指定され
たＩＰアドレスを持つ通信対象機器との間で、ユーザにより指定された通信プロトコルを
用いて通信できる状態になる。
【００３８】
　ステップＳ４において、前記ユーザにより指定されたＩＰアドレスと当該ＩＰアドレス
を持つ通信対象レシーバ１０１から入力されるオーディオ信号との対応付けをミキサ１０
０側で認識させる。すなわち、通信対象レシーバ１０１からのオーディオ信号がどの入力
ポート（図２の波形Ｉ／Ｏ５、図３のＡ入力２０に相当）に入力されているかをユーザに
設定させて、入力ポートと通信対象レシーバ１０１のＩＰアドレスとを対応付ける。ここ
で設定したレシーバ１０１（のＩＰアドレス）と入力ポートの対応付けを表すデータは、
フラッシュメモリ２或いはＲＡＭ３等適宜のメモリに記録する。これにより、当該入力ポ
ート（波形Ｉ／Ｏ５）から或る入力チャンネルに入力されるオーディオ信号と、入力され
たＩＰアドレスを持つ通信対象機器からＬＡＮ経由で受信する制御データとが、同じ機器
（同じ入力チャンネル）に関するデータであるということを、ミキサ１００側で認識でき
る。さらに、ステップＳ５においては、前記入力されたＩＰアドレスを持つ通信対象レシ
ーバ１０１が、後述するパッチ画面におけるパッチ元（入力源）の選択肢の一つして表示
されるよう設定する。
【００３９】
　図８はパッチ設定処理の動作手順の一例を示すフローチャートである。表示器６にパッ
チ設定画面を表示させる指示をユーザが行ったときに、このパッチ設定処理は起動する。
パッチ設定画面は、入力パッチ２２乃至出力パッチ２６（図３参照）の設定をユーザに行
わせる画面であって、ユーザは、例えば前記図７に示すコントローラ画面６０において、
或るチャンネルに関するチャンネル番号／入力源種類表示領域６２を選択することで、パ
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ッチ設定画面を立ち上げることができる。
【００４０】
　ステップＳ６において、ユーザからの指示に応じて「パッチ設定画面」を表示器６に表
示して、ユーザに対してパッチ設定の入力を促す。ユーザは、パッチ設定画面において任
意の入力ポート（Ａ入力２０乃至Ｄ入力２１）を入力チャンネル２３にパッチする、また
は、任意の出力ポート（Ａ出力２７又はＤ出力２８）に１つのミキシングチャンネル２５
の出力信号をパッチする設定を行う。このパッチ設定画面において、ユーザは、チャンネ
ルに割り当てられた入力源（パッチ元）の名前乃至該入力源を絵柄化したアイコンを選択
することができ、その選択肢の一つして、前記図６のステップＳ５において選択肢に設定
された通信対象レシーバ１０１が含まれる。従って、パッチ設定の選択肢として、ＬＡＮ
経由で接続された外部機器（ワイヤレスマイクレシーバ１０１）を選ぶことができる。
【００４１】
　パッチ設定画面におけるパッチ設定が完了したら（ステップＳ７のＹＥＳ）、ステップ
Ｓ８において、設定されたパッチの内容を示す「パッチデータ」を、フラッシュメモリ２
或いはＲＡＭ３等適宜のメモリに記録すると共に、該パッチの内容に従ってＤＳＰ４にお
けるオーディオ信号の信号経路（信号処理内容）を設定することで、該パッチの内容を信
号処理に反映させる。
【００４２】
　前記図５に示すコントローラ画面６０において、ＬＡＮ経由で接続された外部機器（ワ
イヤレスマイクレシーバ１０１）からのオーディオ信号が割り当てられた入力チャンネル
２３（例えば、図７では「ＣＨ１」～「ＣＨ４」）が含まれている場合、図５のコントロ
ーラ画面６０に示す通り、ワイヤレスマイクレシーバ１０１からの入力が割り当てられた
「ＣＨ１」～「ＣＨ４」の各チャンネルストリップ画像６１の入力源状態表示領域６３に
は、通常の表示（「ＣＨ５」～「ＣＨ８」に示すＨＡの状態表示）とは異なり、ワイヤレ
スマイクレシーバの状態が表示されることになる。
　図９は、コントローラ画面６０の表示を通常の表示（ＨＡの状態表示）とワイヤレスマ
イクレシーバの状態表示とのいずれかに切り替えるための表示切り替え処理の手順の一例
を示すフローチャートである。この処理は、表示器６に表示するコントローラ画面の表示
切り替え指示、すなわち、コントローラ画面に呼び出すチャンネルグループの切り替えが
あったときに起動する。
【００４３】
　ステップＳ９において、コントローラ画面６０に新規に呼び出すチャンネルグループの
中に、ＬＡＮ経由で接続されたワイヤレスマイクレシーバ１０１からのオーディオ信号が
割り当てられた入力チャンネルが含まれているかどうか調べる。ここでは、前記チャンネ
ルグループの各入力チャンネル毎のパッチ設定データに基づき、当該チャンネルに対して
どの入力ポートからのオーディオ信号が割り当てられているかを判断する。チャンネルと
入力ポートとの対応付けが判別できれば、前記図６に示す接続処理のステップＳ４におい
て記録されたレシーバ１０１と入力ポートの対応付けのデータに基づき、どの入力チャン
ネルに対してワ イヤレスマイクレシーバ１０１からのオーディオ信号が割り当てられて
いるかを認識することができる。
【００４４】
　コントローラ画面６０に新規に呼び出すチャンネルグループの中に、ワイヤレスマイク
レシーバ１０１からのオーディオ信号が割り当てられている入力チャンネルがあった場合
（ステップＳ１０のＹＥＳ）、ステップＳ１１において、当該ワイヤレスマイクレシーバ
１０１のＩＰアドレスに対応して指定された通信プロトコルに基づき、当該入力チャンネ
ルについて入力源状態表示領域６３の表示画像を決定し、決定した表示画像で当該入力チ
ャンネルの入力源状態表示領域６３ の表示を行う。すなわち、図６の接続処理において
指定された通信プロトコルに応じて表示すべき入力源状態表示領域６３の画像を予め規定
しておくものとする。ワイヤレスマイクレシーバ１０１に使用される通信プロトコルであ
れば、図５のチャンネル「ＣＨ１」～「ＣＨ４」に例示した通り、通信周波数帯６８、マ
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イク 音量レベル６９、電池残量７０をからなるワイヤレスマイクレシーバの状態を表示
するよう入力源状態表示領域６３の画像を規定しておく。これにより、ワイヤレスマイク
レシーバ１０１からのオーディオ信号が割り当てられている入力チャンネルの入力源状態
表示領域６３には、通信周波数帯６８、マイク音量レベル６９、電池残量７０からなるワ
イヤレスマイクレシーバの状態の画像が表示される（図５参照）。
【００４５】
　ステップＳ１２では、コントローラ画面６０に新規に呼び出すチャンネルグループのう
ち、上記ＬＡＮ経由で接続されたワイヤレスマイクレシーバ１０１以外の機器（ＨＡ）が
割り当てられた入力チャンネル２３（例えば、図５では「ＣＨ５」～「ＣＨ８」）につい
て、通常の表示（ＨＡに対応する表示）を行う。すなわち、入力源状態表示領域６３にお
いて、ＨＡゲイン調整ノブ６５、ＨＡに供給されるファンタム電源のオンオフスイッチ６
６、割り当てられたＨＡの正相・逆相の切り替えスイッチ６７の各画像が表示される。
　一方、コントローラ画面６０に新規に呼び出すチャンネルグループの中に、ワイヤレス
マイクレシーバ１０１からのオーディオ信号が割り当てられている入力チャンネルがなけ
れば（ステップＳ１０のＮＯ）、ステップＳ１３において、当該コントローラ画面６０に
呼び出す全ての入力チャンネル２３について通常の表示（ＨＡに対応する表示）を行う。
【００４６】
　上記の処理により、ＬＡＮ経由でミキサ１００とワイヤレスマイクレシーバ１０１との
間で制御データ（マイクの電池残量、通信周波数帯、通信状況、ゲインレベルなどのデー
タ）を通信できる状態にミキサ１００が設定されるので、ユーザはミキサ１００側でワイ
ヤレスマイクの状態を監視・設定できるようになる。図１０は、ミキサ１００においてワ
イヤレスマイクレシーバ１０１からの制御データを受信した際の動作手順の一例を示すフ
ローチャートである。図１０に示す処理は、ミキサ１００においてＬＡＮ経由でワイヤレ
スマイクレシーバ１０１の制御データのパケットを受信したときに起動する処理である。
ワイヤレスマイクレシーバ１０１から制御データのパケットを発信する動作は、所定の周
期毎に定期的に行われても良いし、非定期的（例えば制御データの内容が変わったときな
ど）に行われてもよいし、或いは、ミキサ１００からレシーバ１０１に制御データのパケ
ットの発信を要求する構成であってもよい。また、レシーバ１０１の制御データのパケッ
トの送信方法としては、ＬＡＮ上にブロードキャストする方法であってもよいし、ミキサ
１００のＩＰアドレスに宛てて（つまり特定の通信相手に宛てて）パケットを送信する方
法であってもよい。後者を適用する場合は、前記図６の接続処理において、ミキサ１００
と接続したレシーバ１０１に対して、ミキサ１００のＩＰアドレスを通知しておくものと
する。
【００４７】
　ミキサ１００はＬＡＮ上から受信したパケットの送信元ＩＰアドレスを読み出し（ステ
ップＳ１４）、該読み出したＩＰアドレスが通信対象に指定（論理接続）されているレシ
ーバ１０１のＩＰアドレスであれば（ステップＳ１５のＹＥＳ）、該受信したパケット内
の制御データを、前記読み出したＩＰアドレスに対応して指定されている通信プロトコル
に従って解釈し、該解釈した制御データに基づく処理を行う（ステップＳ１６）。すなわ
ち、該受信したパケット内の制御データに基づきコントローラ画面６０の、受信したパケ
ットのＩＰアドレスに対応づけられている入力チャンネルの入力源状態表示領域６３の表
示を更新する処理等を行う。これにより、ユーザは、ミキサ１００において、各レシーバ
１０１毎のマイクの電池残量、通信周波数帯、通信状況、ゲインレベルなど、ワイヤレス
マイクの状態を監視することができる。一方、前記受信したパケットの送信元ＩＰアドレ
スがミキサ１００の通信対象に設定（論理接続）されていなければ（ステップＳ１５のＮ
Ｏ）、前記受信したパケットは破棄される（ステップＳ１７）。
【００４８】
　また、ユーザは、ミキサ１００のコントローラ画面６０の入力源状態表示領域６３から
、当該ミキサ１００に接続されたワイヤレスマイクレシーバ１０１について通信周波数帯
やレベル、名称設定など各種パラメータ設定を行うことができる。ミキサ１００にてワイ
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ヤレスマイクの状態を変更した場合は、ミキサ１００から前記変更内容に応じた制御デー
タのパケットを対応するレシーバ１０１の通信プロトコルに従って該レシーバ１０１のＩ
Ｐアドレス宛てに送信する。レシーバ１０１側では、受け取った制御データのパケットを
自機の通信プロトコルに従い解釈することができる。従って、ユーザは、ミキサ１００に
おいて、各レシーバ１０１毎のワイヤレスマイクの状態を編集することができる。
【００４９】
　以上説明した通り、この実施例によれば、ユーザ（ミキサ１００のオペレータ）が、図
７に示した接続設定画面において通信対象機器のＩＰアドレスと、通信プロトコルとを指
定したときに、ミキサ１００と該指定されたＩＰアドレスに対応するワイヤレスマイクレ
シーバ１０１との間では該指定され通信プロトコルに従って制御データの通信を行える状
態になる（論理接続が確立される）。これにより、ユーザは、ミキサ１００側でワイヤレ
スマイクの状態の監視や、該ワイヤレスマイクレシーバ１０１の各種パラメータ設定等を
行うことができるようになるという優れた効果を奏する。また、ユーザによって指定され
たレシーバ１０１との間でのみ、該ユーザに指定された通信プロトコルに従って通信を確
立することから、ミキサ設計段階で外部機器と該機器で使用する通信プロトコルとの対応
付けを固定的に設定しておく必要がない。従って、少ない手間・コストでＬＡＮ経由で制
御データの通信が行えるようになる。
【００５０】
　なお、上記実施例において、ミキサ１００においてユーザが行った各種操作は、当該ミ
キサ１００のリモート制御プログラムを実行するＰＣ１０２から行うこともできる。すな
わち、ミキサ１００のリモート制御用ＰＣ１０２のディスプレイにおいても、図５に示す
ようにコントローラ画面６０の入力源状態表示領域６３に、ワイヤレスマイクレシーバ用
の表示を行って、ワイヤレスマイクの状態の監視や各種パラメータの設定を行うことがで
きる。この場合、ＰＣ１０２上のミキサ用リモート制御プログラムとＬＡＮ上の各レシー
バ１０１の間で通信が行われてもよいし、ＰＣ１０２上のミキサ用リモート制御プログラ
ムと、前記レシーバ１０１のモニタリング用のアプリケーションプログラムとの間で通信
が行われてもよい。
【００５１】
　なお、上記実施例においては、図１のシステム構成例において、ミキサ１００と各レシ
ーバ１０１をオーディオケーブル１０５を介して接続し、該オーディオケーブル１０５を
介して各レシーバ１０１からミキサ１００にオーディオ信号を送信するシステム構成を示
したが、これに限らず、レシーバ１０１からミキサ１００に送信されるオーディオ信号を
ＬＡＮ経由で（ＬＡＮケーブル１０４を介して）送信してもよい。この場合は、ミキサ１
００と各レシーバ１０１間を接続するオーディオケーブル１０５は不要である。
【００５２】
　なお、上記実施例においては、ミキサ１００にＬＡＮ経由で接続される外部機器の一例
としてワイヤレスマイクレシーバ１０１を例示したが、ミキサ１００にＬＡＮ経由で接続
される外部機器は、ワイヤレスマイクレシーバ１０１に限らず、ヘッドアンプ、パワーア
ンプ等、その他の音響信号処理に関する機器であってもこの発明を適用できる。
【００５３】
　なお、上記実施例においては、この発明を装置の発明として構成及び実施する例につい
て説明したが、これに限らず、コンピュータをこの発明に係る通信設定装置として動作さ
せるために実行されるソフトウェアプログラムの形態で構成及び実施されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】この発明の一実施例に係るディジタルミキサを含むネットワーク構成例を示すブ
ロック図。
【図２】同実施例に係るミキサの電気的ハードウェア構成例を示すブロック図。
【図３】同実施例に係るミキサにおける信号処理構成の概要を示す機能ブロック図。
【図４】同実施例にかかるミキサの操作パネルの一部を抽出して示す外観概略図
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【図５】同実施例に係るミキサの表示器に表示されるコントローラ画面の一例を示す図。
【図６】同実施例に係るミキサと外部機器をＬＡＮ経由で接続するための接続設定処理の
手順の一例を示すフローチャート。
【図７】前記接続設定処理において、ミキサの表示器に表示される接続設定画面の構成例
を示す図。
【図８】同実施例に係るミキサにおけるパッチ設定処理の一例を示すフローチャート。
【図９】同実施例に係るミキサにおける前記コントローラ画面の表示切り替え処理の手順
の一例を示すフローチャート。
【図１０】同実施例に係るミキサにおけるＬＡＮ経由の制御データパケット受信処理の手
順の一例を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００５５】
１００　ミキサ、１０１　ワイヤレスマイクレシーバ、１０２　パーソナルコンピュータ
、１０３　ＬＡＮケーブル、１０４　ハブ、１０５　オーディオケーブル、１　ＣＰＵ、
２　フラッシュメモリ、３　ＲＡＭ、４　ＤＳＰ、５　波形Ｉ／Ｏ、６　表示器、７　各
種操作子、８　電動フェーダ、９　レコーダ、１０　ネットワークＩ／Ｏ、１１　ＵＳＢ
・Ｉ／Ｏ、６０　コントローラ画面、６３　入力源状態表示領域、７１　ＩＰアドレス入
力欄、７２　通信プロトコル選択欄

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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