
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　効果その他の楽音特性を個別に設定する複数のパラメータを含むパラメータセットを

ノート番号に対応付けられた複数の音色毎に記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段から前記複数の音色毎のパラメータセットを読み出して記憶する楽音生成
用記憶手段と、
　 ノート番号に対応付け 前記パラメータセット中の各
パラメータの値の修正を行うオフセット値を 任意に設定する設定手段と、
　前記楽音生成用記憶手段に記憶されたパラメータセットのうち、前記オフセット値が設
定されたノート番号に対応するパラメータセット中の各パラメータを、

前記オフセット値に基づいてそれぞれ修正する制御手段と、
　ノート番号を含む発音指示に応じて、該発音指示に係るノート番号に対応する前記楽音
生成用記憶手段に記憶されたパラメータセット中の各パラメータに従う前記効果その他の
楽音特性でなる楽音を生成する楽音生成手段と
を具えた楽音信号生成装置。
【請求項２】
　前記記憶手段は、一連のノート番号に対応する複数の前記パラメータセットを１つの単
位とした音色キットを複数記憶し、
　前記音色キットの選択指示に応じて、当該選択された音色キット単位で前記複数のパラ
メータセットを前記記憶手段から読み出して前記楽音生成用記憶手段に記憶させることを
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特徴とする請求項１に記載の楽音信号生成装置。
【請求項３】
　前記記憶手段と前記楽音生成用記憶手段と前記楽音生成手段とは所定の音色拡張ボード
に搭載されてなり、
　前記音色拡張ボードは着脱自在であることを特徴とする請求項１に記載の楽音信号生成
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、所定の音色拡張ボードを接続することで音色を適宜に追加して使用すること
が可能な楽音信号生成装置及び楽音信号生成プログラムに関する。特に、同じパートであ
るにも関わらず異なる音色でパーカッシブ的な楽音を出力するために用いられるドラム音
色等を音色拡張ボードで追加した場合に、該ドラム音色等を構成している複数の個々の音
色毎に音色を制御することができるようにした楽音信号生成装置及び楽音信号生成プログ
ラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近の音源装置や電子楽器などの楽音信号生成装置においては、当該装置が元々初めから
有している機能にさらに他の各種機能を追加する機能拡張を、装置本体に対して所定の拡
張ボードをプラグイン接続することによって簡単に行うことができるようになっている。
こうした拡張ボードの１つである音色拡張ボードを装着することによって、該装置本体に
元々搭載されている音色とは異なる音色で楽音を発生することができるようにした楽音信
号生成装置が従来から知られている。すなわち、音色拡張ボードはピアノ、ギター、サッ
クス、トランペットなどに関する新規音色を多数記憶しているものであって、外部から入
力された MIDIデータなどに従って予めパート毎（例えば MIDIチャンネル毎）に割り当てら
れた新規音色で楽音を発音する。音色拡張ボードとしてはピアノ、ギター、サックス、ト
ランペットなどの音色を記憶しているものの他に、例えばパーカッシブ的な（つまり打楽
器的な）役割を持つ音色を記憶しているものがある。音色拡張ボードに記憶されたパーカ
ッシブ的な役割を持つ音色（以下、こうした音色をドラム音色あるいはドラムキットと呼
ぶ）を利用する場合には、同じパートであるにも関わらず異なる音色で楽音を発音するこ
とができる。例えば、ドラム音色を記憶した音色拡張ボードでは、バスドラム、タムタム
、スネアドラム、フロアタム、ハイハットシンバル、サイドシンバル、トップシンバルな
どの複数の異なるドラム構成楽器音色を１つのドラム音色として記憶していることから、
こうした音色拡張ボード上のドラム音色が選択された場合には外部から入力された例えば
MIDIデータ内容に従って、同じパートであっても前記 MIDIデータ内容に対応してそれぞれ
異なるドラム構成楽器音色で楽音が発音されることになる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、音色拡張ボードにより拡張される音色に対しては、効果付与などの音色のエデ
ィットを行うことが可能である。例えば楽音信号生成装置と通信インターフェイスを介し
て接続されたパーソナルコンピュータ（以下、パソコン端末と呼ぶ）からは直接的に音色
拡張ボードに記憶された各音色に対してエディットを行うことが可能であるし、楽音信号
生成装置からは間接的に音色拡張ボードに記憶された各音色に対してエディットを行うこ
とが可能となっている。しかし、従来の楽音信号生成装置は音色拡張ボードに記憶された
各音色に対するエディットをパート単位に行うものであったために、音色拡張ボードに記
憶されたドラム音色に対してエディットを行う場合には該ドラム音色を構成する多数の異
なる音色全てを同じようにエディットしていた。したがって、音色拡張ボードに記憶され
たドラム音色を用いた場合、ユーザは演奏にあわせて音色毎に異なる特徴をつけて楽音を
発音させることができずに非常に不都合である、という問題点があった。
【０００４】
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本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、同じパートであるにも関わらず異なる音色で
パーカッシブ的な楽音を出力するために用いられるドラム音色等を音色拡張ボードで追加
した場合において、ユーザが該ドラム音色等を構成する複数の個々の音色毎に音色の制御
を行うことができるようにした楽音信号生成装置及び楽音信号生成プログラムを提供しよ
うとするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る楽音信号生成装置は、効果その他の楽音特性を個別に設定する複数のパラ
メータを含むパラメータセットを ノート番号に対応付けられた複数の音色
毎に記憶する記憶手段と、前記記憶手段から前記複数の音色毎のパラメータセットを読み
出して記憶する楽音生成用記憶手段と、 ノート番号に対応付け

前記パラメータセット中の各パラメータの値の修正を行うオフセット値を
任意に設定する設定手段と、前記楽音生成用記憶手段に記憶されたパラメータセットの

うち、前記オフセット値が設定されたノート番号に対応するパラメータセット中の各パラ
メータを、 前記オフセット値に基づいてそれぞれ修正する制御手
段と、ノート番号を含む発音指示に応じて、該発音指示に係るノート番号に対応する前記
楽音生成用記憶手段に記憶されたパラメータセット中の各パラメータに従う前記効果その
他の楽音特性でなる楽音を生成する楽音生成手段とを具える。
【０００６】
　この発明によると、記憶手段に記憶されている ノート番号に対応付けら
れた複数の音色毎のパラメータセットを楽音生成用記憶手段に記憶させる一方で、

ノート番号に対応付け 該パラメータセット中の各パラメー
タの値の修正を行うオフセット値を 任意に設定し、楽音生成用記憶手段に記憶さ
れたパラメータセットのうち該オフセット値が設定されたノート番号に対応するパラメー
タセット中の各パラメータを、該 オフセット値に基づいてそれ
ぞれ修正し、ノート番号を含む発音指示に応じて、該発音指示に係るノート番号に対応す
る楽音生成用記憶手段に記憶されたパラメータセット中のパラメータに従う効果その他の
楽音特性でなる楽音を生成するので、記憶手段に記憶されている元のパラメータセットを
変更することなく、楽音生成用のパラメータを

任意に修正することができ、
しかも、パラメータセット中の各パラメータを それぞれのオフセット
値を任意に設定することで個別に変更することができる。
【０００７】
本発明は、装置の発明として構成し、実施することができるのみならず、方法の発明とし
て構成し実施することができる。また、本発明は、コンピュータまたはＤＳＰ等のプロセ
ッサのプログラムの形態で実施することができるし、そのようなプログラムを記憶した記
憶媒体の形態で実施することもできる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照してこの発明の実施の形態を詳細に説明する。
【０００９】
図１は、この発明に係る楽音信号生成装置の実施の形態を示すハード構成ブロック図であ
る。この実施例では楽音信号生成装置としての音源装置に、拡張ボードとして音色拡張ボ
ードが装着されている場合を例にとって説明する。勿論、本発明に係る楽音信号生成装置
は音源装置の形態に限らず、電子楽器やカラオケ装置又は電子ゲーム装置、あるいは携帯
通信端末などのマルチメディア機器等、任意の製品応用形態をとっているものであってよ
い。
【００１０】
本実施例に示す音源装置ＭＢは、マイクロプロセッサユニット（ＣＰＵ）１、リードオン
リメモリ（ＲＯＭ）２、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）３からなるマイクロコンピュ
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ータの制御の下に各種の処理が実行されるようになっている。ＣＰＵ１は、この音源装置
ＭＢ全体の動作を制御するものである。このＣＰＵ１に対して、通信バス１Ｄ（例えば、
データ及びアドレスバスなど）を介してＲＯＭ２、ＲＡＭ３、表示回路４、検出回路５、
MIDI入力インターフェイス６、設定機器インターフェイス７、入出力インターフェイス８
、楽音合成器９、ミキサー１０、効果装置１１がそれぞれ接続されている。更に、ＣＰＵ
１には、タイマ割込み処理（インタラプト処理）における割込み時間や各種時間を計時す
るタイマ１Ａが接続されている。すなわち、タイマ１Ａは時間間隔を計数したり、演奏テ
ンポを設定したりするためのテンポクロックパルスを発生する。このテンポクロックパル
スの周波数は、操作子５Ａの中の例えばテンポ設定スイッチ等によって調整される。この
ようなタイマ１ＡからのテンポクロックパルスはＣＰＵ１に対して処理タイミング命令と
して与えられたり、あるいはＣＰＵ１に対してインタラプト命令として与えられる。ＣＰ
Ｕ１は、これらの命令に従って各種処理を実行する。各種処理としては、「パネル設定処
理」（後述する）等がある。
【００１１】
ＲＯＭ２は、所望の音色での楽音信号生成時に用いる波形データや音量・効果・音色等の
楽音特性を設定するための各種パラメータ（以下、こうしたパラメータを単に音色パラメ
ータと呼ぶ）などの各種データ、ＣＰＵ１により実行あるいは参照される本体音源側搭載
機能に関する制御プログラム（例えば「パネル設定処理」など）を格納するものである。
ＲＡＭ３は、該音源装置ＭＢに接続された音色拡張ボードＰＢの機能設定データ（つまり
音色拡張ボードＰＢを本体音源装置ＭＢ側から制御するための情報）や現在の選択音色情
報等の各種データを一時的に記憶するワーキングメモリとして、あるいは現在実行中の制
御プログラムやそれに関連するデータを記憶するメモリ等として使用される。ＲＡＭ３の
所定のアドレス領域がそれぞれの機能に割り当てられ、レジスタやフラグ、テーブル、メ
モリなどとして利用される。
【００１２】
表示回路４は現在の選択音色情報などの各種設定状態を液晶画面４Ａに表示するのは勿論
のこと、ＣＰＵ１の制御状態などを液晶画面４Ａに表示する。勿論、液晶画面４Ａに限ら
ない。操作子５Ａは発音させる音色の選択、本体音源装置ＭＢに記憶された音色に対する
音色パラメータの設定、音色拡張ボードＰＢに記憶された音色に対する音色パラメータの
設定、あるいは音色拡張ボードＰＢでのパターン発音の設定等を行うための操作子であり
、物理的スイッチあるいは液晶画面４Ａと共同して動作するソフトウエアによるソフトス
イッチにより実現される。この操作子５Ａを用いた音色の設定では本体音源装置ＭＢ及び
音色拡張ボードＰＢ内にそれぞれ記憶される音色、すなわち１パート全てを同じ音色で楽
音の発音を行うピアノ音色やギター音色あるいはサックス音色など、あるいは同じパート
であるにも関わらず異なる音色でパーカッシブ的に楽音の発音を行うドラム音色などを選
択して設定することができるようになっている。音色拡張ボードＰＢに記憶された音色に
対する音色パラメータの設定を行う場合、該本体音源装置ＭＢからは音色拡張ボードＰＢ
内に記憶された音色パラメータを直接的に変更設定することができないことから、上述し
たＲＡＭ３に記憶されるノート指定音色制御オフセットデータを用いて間接的に音色拡張
ボードＰＢ内に記憶されている音色パラメータを変更設定するようになっている（後述す
る「パネル設定処理」参照）。
【００１３】
検出回路５は、上記操作子５Ａの各操作子の操作状態を検出し、その操作状態に応じたス
イッチ情報を通信バス１Ｄを介してＣＰＵ１に出力する。 MIDI入力インターフェイス６は
、外部の MIDI機器６Ａ（例えば電子楽器、 MIDIキーボード、 MIDIシーケンサーを装備した
パソコン端末など）等から MIDIデータを当該音源装置ＭＢへ入力するためのインターフェ
イスである。外部の MIDI機器６Ａはユーザによる操作に応じて MIDIデータを発生する機器
であればよく、鍵盤型、ギター型、管楽器型、打楽器型、身振り型等どのようなタイプの
操作子を具えた（若しくは、操作形態からなる）機器であってもよい。なお、上記 MIDI入
力インターフェイス６は専用の MIDIインターフェイスを用いるものに限らず、ＲＳ２３２
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－Ｃ、ＵＳＢ（ユニバーサル・シリアル・バス）、ＩＥＥＥ１３９４（アイトリプルイー
１３９４）等の汎用のインターフェイスを用いて MIDI入力インターフェイス６を構成する
ようにしてもよい。この場合、 MIDIデータ以外のデータをも同時に送受信するようにして
もよい。 MIDIインターフェイス６として上記したような汎用のインターフェイスを用いる
場合には、外部の MIDI機器６Ａは MIDIデータ以外のデータも送受信できるようにしてよい
。
【００１４】
設定機器インターフェイス７は、外部のパーソナルコンピュータ７Ａ等から各種設定情報
を当該音源装置ＭＢ及び音色拡張ボードＰＢへ入力するためのインターフェイスである。
外部のパーソナルコンピュータ７Ａは所定の専用ソフトを動作させることによって、本体
音源装置ＭＢ及び音色拡張ボードＰＢに記憶される各種データに対して変更設定を行うこ
とができる。すなわち、上述した操作子５Ａとは異なって、外部のパーソナルコンピュー
タ７Ａからは音色拡張ボードＰＢに記憶された音色パラメータなどを直接的に変更設定す
ることができる（後述する「プラグインボードの設定処理」参照）。入出力インターフェ
イス８は、この本体音源装置ＭＢと装着された音色拡張ボードＰＢとを接続するためのイ
ンターフェイスである。楽音合成器９は、複数チャンネル分の楽音信号を同時に発生する
ことが可能であり、通信バス１Ｄを経由して与えられた MIDIデータを入力し、この MIDIデ
ータに基づいて楽音信号を発生する。この楽音合成器９における楽音信号発生方式はいか
なるものを用いてもよい。例えば、発生すべき楽音の音高に対応して変化するアドレスデ
ータに応じて波形メモリに記憶した楽音波形サンプル値データを順次読み出す波形メモリ
読み出し方式、又は上記アドレスデータを位相角パラメータデータとして所定の周波数変
調演算を実行して楽音波形サンプル値データを求めるＦＭ方式、あるいは上記アドレスデ
ータを位相角パラメータデータとして所定の振幅変調演算を実行して楽音波形サンプル値
データを求めるＡＭ方式等の公知の方式を適宜採用してもよい。すなわち、楽音合成器９
の方式は、波形メモリ方式、ＦＭ方式、物理モデル方式、高調波合成方式、フォルマント
合成方式、ＶＣＯ＋ＶＣＦ＋ＶＣＡのアナログシンセサイザ方式、アナログシミュレーシ
ョン方式等、どのような方式であってもよい。また、専用のハードウェアを用いて楽音合
成器９を構成するものに限らず、ＤＳＰとマイクロプログラム、あるいはＣＰＵ１とソフ
トウェアを用いて楽音合成器９を構成するようにしてもよい。さらに、１つの回路を時分
割で使用することによって複数の発音チャンネルを形成するようなものでもよいし、１つ
の発音チャンネルが１つの回路で形成されるようなものであってもよい。
【００１５】
ミキサー１０は、楽音合成器９から発生された楽音信号および後述するように音色拡張ボ
ードＰＢにおいて発生された楽音信号あるいは効果装置１１において所定の効果を付加さ
れた楽音信号などを混合する。効果装置１１は、ミキサー１０から出力される楽音信号や
楽音合成器９からの楽音信号に対してビブラートやリバーブなど各種のエフェクトを施す
。サウンドシステム１１Ａは、効果装置１１から出力される楽音信号を増幅して出力する
。
【００１６】
音色拡張ボードＰＢにおいて、入出力インターフェイス２４は前記本体音源装置ＭＢ側の
入出力インターフェイス８と接続されるインターフェイスである。該入出力インターフェ
イス２４を介して、所定の制御情報が前記本体音源装置ＭＢからこの音色拡張ボードＰＢ
に転送されるし、反対に音色拡張ボードＰＢで生成した楽音信号等が本体音源装置ＭＢに
転送される。ＣＰＵ２１は、この音色拡張ボードＰＢ全体の動作を制御する。ＲＯＭ２２
は該音色拡張ボードＰＢに搭載されている機能に関する制御プログラム、拡張音色に関す
る波形情報及び各種パラメータなどを含む音色制御データ、当該音色拡張ボードＰＢ側の
機能を前記本体音源装置ＭＢで制御するための機能設定データなどを記憶する。ＲＡＭ２
３は、現在の選択音色情報、パターン発音時に使用される設定情報（例えば、テンポデー
タ、パターンオン／オフ情報など）、パーソナルコンピュータ７Ａにより生成された音色
制御データ、発音用の音色制御データなどを記憶する。タイマ２１Ａは、各種タイミング
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情報を発生する。楽音合成器２５はこの音色拡張ボードＰＢにより拡張される音色の楽音
信号を発生するものであり、１または複数チャンネルの楽音を合成することができる。こ
の楽音合成器２５も前記本体音源装置ＭＢ側の楽音合成器９と同様に各種の方式のものを
用いることができる。さらに、バス２Ｄはこの音色拡張ボードＰＢ内の各構成要素間にお
けるデータ転送を行うためのものである。
【００１７】
ここで、上述した音色拡張ボードＰＢ内のＲＯＭ２２に記憶される音色制御データについ
て、図２を用いて説明する。図２は、音色拡張ボードＰＢ内のＲＯＭ２２に記憶される音
色制御データのデータ構成の一実施例を示す概念図である。
【００１８】
上述したように、本体音源装置ＭＢに装着される音色拡張ボードＰＢが搭載している機能
として、少なくとも拡張音色として本体音源装置ＭＢに対して更にドラム音色を追加する
機能を有する。この場合、音色拡張ボードＰＢに記憶する音色制御データは、本体音源装
置ＭＢに追加することのできるドラム音色を定義する。この実施例において、音色制御デ
ータは複数の各ドラム音色（ドラムキット）毎に、当該ドラム音色を構成するドラム構成
楽器音色全てに共通に係る複数の音色パラメータをセットした共通パラメータセットと、
各ノート毎に割り当てられた個々のドラム構成楽器音色に係る複数の音色パラメータと波
形データとをセットした個別パラメータセットとを含む。一般的に、１つのドラムキット
に対応するドラム音色は、例えば２２インチのバスドラム、１２インチと１３インチのタ
ムタム、１４インチのスネアドラム、１６インチのフロアタム、１４インチのハイハット
シンバル、１６～１８インチのサイドシンバル、２０インチのトップシンバルなど複数の
ドラム構成楽器音色で構成される。音色制御データは各ドラムキット毎に付与されたドラ
ムキット名（例えばドラムキットＡ１、ドラムキットＡ２）を持ち、これによりドラム構
成楽器音色の異なる複数のドラムキットを区別する。そして、ドラムキット名に対応して
複数の音色パラメータ（例えば、ボリューム、リバーブ、リバーブセンド、インサーショ
ンエフェクトなど）をセットで記憶する。この共通パラメータセットに基づいて、該ドラ
ムキットに含まれる複数のドラム構成楽器音色全てに対して同じ楽音特性を付与するため
の制御がなされる。なお、上記したような各パラメータは既知のものであることから、こ
れらのパラメータについての詳しい説明を省略する。
【００１９】
ドラム音色が音色設定された場合、 MIDIデータにおける個々のノートナンバ毎に前記ドラ
ム音色に含まれる個々のドラム構成楽器音色がそれぞれ割当てられる。例えば、 MIDIデー
タを発生する外部 MIDI機器６Ａが鍵盤型の MIDIキーボードであるような場合、通常のピア
ノ音色設定であればノート「Ｃ４」が奏でられる鍵盤操作に応じて２２インチのバスドラ
ムの音色の楽音を発音したり、あるいはノート「Ａ４」を奏でられる鍵盤操作に応じて１
６～１８インチのサイドシンバルの音色の楽音を発音する。通常、こうした MIDIデータに
おける個々のノートを区別するデータとしてはノートナンバが用いられる。そこで、音色
制御データでは、 MIDIノートナンバ（この実施例では、ノートナンバ 10（ Note10）～ノー
トナンバ 80（ Note80）まで）毎に個々のドラム構成楽器音色に関する定義データを記憶し
ている。打楽器名は、該ドラムキットに含まれる個々のドラム構成楽器の名前である。例
えば、「１４インチスネアドラム」、「１６インチフロアタム」などである。チューン、
レベル、パン、リバーブセンド、インサーションエフェクト On／ Off、フィルタは音量・
効果・音色等のパラメータであって、これらのパラメータにより該打楽器名の音色に対し
ての楽音特性制御がなされる。波形アドレスは、該打楽器名の音色に関しての波形データ
を記憶している波形メモリにおける記憶アドレスである。ＲＡＭ２３に記憶される音色制
御データは設定機器インターフェイス 7を介して接続されたパーソナルコンピュータ７Ａ
の操作に従って生成されるものであるが（これについては後述する）、そのデータ構造は
上記ＲＯＭ２２に記憶される音色制御データと同様であることから説明を省略する。
【００２０】
なお、音色制御データで定義するデータ内容は上述した内容に限らないことは言うまでも
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ない。また、上記音色制御データはノートナンバ毎にドラムキットを構成する複数のドラ
ム構成楽器音色がそれぞれ割当てられたものに限らず、波の音や風の音あるいは特殊な合
成音などの音色がそれぞれ割当てられたものであってもよい。
【００２１】
次に、上述した本体音源装置ＭＢのＲＡＭ３に記憶される音色拡張ボードＰＢの機能設定
データの１つであるノート指定音色制御オフセットデータについて、図３を用いて説明す
る。図３は、本体音源装置ＭＢにおけるＲＡＭ３に記憶されるノート指定音色制御オフセ
ットデータのデータ構成の一実施例を示す概念図である。
【００２２】
ノート指定音色制御オフセットデータは音色拡張ボードＰＢ内に記憶されたドラム音色を
本体音源装置ＭＢ側から制御するためのデータであり、特定のノートナンバ別に割当てら
れた個々のドラム構成楽器音色に対する音色パラメータを変更するためのデータである。
この実施例では、４セットのノート指定音色制御オフセットデータを示し、それぞれが１
つのノートナンバに対応する。音色拡張ボードＰＢは搭載している機能として、少なくと
も拡張音色として本体音源装置ＭＢに更にドラム音色を追加する機能を有する。上述した
ように、ドラム音色は例えば７つの異なるドラム構成楽器音色を１つのドラムキットとし
て記憶されており、こうしたドラム音色が選択された場合には外部 MIDI機器６Ａから受信
した MIDIデータにおける個々のノートに関するノートナンバ毎に前記７つのドラム構成楽
器音色がそれぞれ割当てられる。そこで、各ノートナンバ毎に割り当てられたドラム構成
楽器音色の音色パラメータを制御するために、それぞれが１つのノートに対応するように
してノート指定音色制御オフセットデータは記憶される。しがって、この実施例に示した
ノート指定音色制御オフセットデータにおいては、上記７つのドラム構成楽器音色のうち
最大４つまでのドラム構成楽器音色に対しての音色パラメータを変更設定することができ
るようになっている。ノート指定音色制御オフセットデータは、ノートナンバと複数の音
色パラメータとを含む。ノートナンバは、ドラム音色におけるドラム構成楽器音色を割り
当てられたノートを指し示す MIDIデータである。音色パラメータは音量・効果・音色等の
パラメータであって、この実施例においてチューン、レベル、パン、リバーブセンド、Ｄ
ＣＦのカットオフ（周波数）などについて、各々オフセット値を持つ。
【００２３】
なお、ノート指定音色制御オフセットデータで定義するデータ内容は上述した内容に限ら
ないことは言うまでもない。また、上述の実施例においては、ノート指定音色制御オフセ
ットデータを４セットのみ用意したものを示したがこれに限らない。
【００２４】
図１に示した音源装置ＭＢでは、拡張音色として該音源装置ＭＢに装着された音色拡張ボ
ードＰＢに記憶されているドラム音色を、該音源装置ＭＢに元々用意されている各種の音
色と共に使用して楽音を出力することができる。そこで、こうした音源装置ＭＢの各種音
色と該音源装置ＭＢに装着された音色拡張ボードＰＢのドラム音色とを用いた場合におけ
る楽音出力処理の概要について、図４を用いて簡単に説明する。図４は、音源装置ＭＢの
各種音色と該音源装置ＭＢに装着された音色拡張ボードＰＢのドラム音色とを用いた場合
の楽音出力処理の概要を説明するためのブロック図である。なお、図中の矢印は各種デー
タや信号の流れを表すものである。
【００２５】
この図４に示す実施例において、まず外部の MIDI機器６Ａから MIDIデータが音源装置ＭＢ
に対して入力される。例えば外部 MIDI機器６Ａが鍵盤型の電子楽器である場合にはユーザ
による鍵盤操作などに応じた MIDIデータが入力されるし、外部 MIDI機器６Ａがシーケンサ
ーである場合にはユーザが作成した一連の MIDIデータがシーケンス順に入力される。該入
力された MIDIデータがキーオン指示信号（つまりキーオンイベント）である場合、音源装
置ＭＢの制御部１（ＣＰＵ１）は楽音合成部９にキーオン指示信号を送信する。楽音合成
部９では入力された MIDIデータの MIDIチャンネルに応じて、音色拡張ボードＰＢの制御部
２１（ＣＰＵ２１）に対しキーオン指示信号を送信する。楽音合成部９が音色拡張ボード
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ＰＢの制御部２１に対しキーオン指示信号を送信しなかった場合、つまり該 MIDIチャンネ
ルに対して音色拡張ボードＰＢのドラム音色のいずれかを割り当てていなかった場合、楽
音合成部９では音源装置ＭＢ本体に記憶されている音色のうち予め指定済みの音色に基づ
いて楽音信号を生成し、生成した楽音信号をミキサー１０に送る。
【００２６】
一方、楽音合成部９が音色拡張ボードＰＢの制御部２１に対しキーオン指示信号を送信し
た場合、つまり該 MIDIチャンネルに対して音色拡張ボードＰＢのドラム音色のいずれかを
割り当てていた場合、音色拡張ボードＰＢの制御部２１は送信されたキーオン指示信号に
含まれるノートナンバに対応する音色制御データ（図２参照）をＲＡＭ２３の所定メモリ
領域２３Ａに予め記憶されている発音用の音色制御データから読み出し、該読み出した発
音用の音色制御データを音色拡張ボードＰＢの楽音合成部２５に送信する。この際に、楽
音合成部９が音色拡張ボードＰＢの制御部２１に対しキーオン指示信号と共にノート指定
音色制御オフセット信号を送信していた場合には、制御部２１は送信されたキーオン指示
信号に含まれるノートナンバに対応する音色制御データをＲＡＭ２３の所定メモリ領域２
３Ａに予め記憶されている発音用の音色制御データから読み出す。そして、該読み出した
発音用の音色制御データにおける個別パラメータセットに含まれる各音色パラメータのう
ち、ノート指定音色制御オフセット信号に基づいて該当する音色パラメータに対してノー
ト指定音色制御オフセットデータのオフセット値を演算する。こうして、ＲＡＭ領域２３
Ａに記憶されている発音用の音色制御データをオフセット値にて修正設定する。演算終了
後、発音用の音色制御データは音色拡張ボードＰＢの楽音合成部２５に送信される。楽音
合成部２５では、発音用の音色制御データに基づきＲＯＭ２２から波形データを読み出し
、該読み出した波形データと受信した音色制御データの各音色パラメータとに基づいて楽
音信号を生成し、生成した楽音信号をミキサー１０に送信する。ミキサー１０では、音源
装置ＭＢ本体で生成された所定の音色の楽音信号と、音色拡張ボードＰＢで生成されたド
ラム音色の楽音信号とを混合して外部へ出力する。
【００２７】
以上のようにして、図１に示した音源装置ＭＢでは、拡張音色として該音源装置ＭＢに装
着された音色拡張ボードＰＢに記憶されているドラム音色を、該音源装置ＭＢに元々用意
されている各種の音色と共に使用して楽音を出力することができる。
【００２８】
なお、外部 MIDI機器６Ａから入力された MIDIデータがキーオン指示信号でなくプログラム
チェンジ信号（この実施例ではプログラムチェンジ信号でドラムキットを変更するように
したので、該信号がドラムキット変更指示信号となる）である場合、音源装置ＭＢの制御
部１は楽音合成部９にプログラムチェンジ信号を送信する。楽音合成部９では入力された
MIDIデータの MIDIチャンネルに応じて、音色拡張ボードＰＢの制御部２１（ＣＰＵ２１）
に対しプログラムチェンジ信号を送信する。音色拡張ボードＰＢの制御部２１に対しプロ
グラムチェンジ信号を送信しなかった場合、楽音合成部９では該プログラムチェンジ信号
に従って音源装置ＭＢ本体に記憶されている音色のうちのいずれかに音色を変更して楽音
信号を生成する。一方、音色拡張ボードＰＢの制御部２１にプログラムチェンジ信号（つ
まりドラムキット変更指示信号）を送信した場合、制御部２１は該プログラムチェンジ信
号に対応する音色制御データをＲＯＭ２２あるいはＲＡＭ２３から読み出し、該読み出し
た音色制御データを音色制御データとしてＲＡＭ２３の所定メモリ領域２３Ａに記憶する
。このようにして、楽音信号出力処理時における音色の変更を行うことができる。
【００２９】
以上のような楽音信号出力処理に先立ち、図１に示した音源装置ＭＢでは音色拡張ボード
ＰＢに記憶されているドラム音色に係る音色制御データの各音色パラメータ内容を適宜に
変更することができる。音色制御データの各音色パラメータ内容を変更するには、音源装
置ＭＢから変更する方法と、該音源装置ＭＢに接続されたパーソナルコンピュータ７Ａか
ら変更する方法の２通りの方法がある。音源装置ＭＢから音色拡張ボードＰＢに記憶され
たドラム音色の音色制御データ内容を変更する場合、操作子５Ａから個々のノートナンバ
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に対応した音色制御データの各音色パラメータのオフセット値を入力する。制御部１では
操作子５Ａからのオフセット値の入力を受け付けると、ＲＡＭ３に記憶したノート指定音
色制御オフセットデータ（図３参照）における各音色パラメータ毎のオフセット値の設定
を書き換える。該音源装置ＭＢに接続されたパーソナルコンピュータ７Ａから音色拡張ボ
ードＰＢに記憶されたドラム音色の音色制御データ内容を変更する場合、音色拡張ボード
ＰＢのＲＡＭ２３に記憶される音色制御データ内容を変更する。このパーソナルコンピュ
ータ７Ａからは、音色制御データの共通パラメータセットと個別パラメータセットにおけ
る各音色パラメータの設定値を直接変更することができる。
【００３０】
図１に示した音源装置ＭＢでは、拡張音色として該音源装置ＭＢに装着された音色拡張ボ
ードＰＢに記憶された音色を使用するように設定することができる。そこで、こうした音
源装置ＭＢに装着された音色拡張ボードＰＢに記憶された音色を使用するための「パネル
設定処理」について、具体例を用いて説明する。図５は、図１に示した音源装置ＭＢにお
けるＣＰＵ１で実行する「パネル設定処理」の一実施例を示すフローチャートである。以
下、この図５に示したフローチャートに従って、当該処理の動作を説明する。なお、この
実施例では、プラグインボードとして該音源装置ＭＢに装着された音色拡張ボードＰＢに
搭載されている機能として、少なくとも拡張音色として本体音源装置ＭＢに更にドラム音
色を追加する機能を有する。
【００３１】
ステップＳ１では、プラグインボードの設定の選択が行われたか否かを判定する。すなわ
ち、該音源装置ＭＢにプラグイン装着された音色拡張ボードＰＢ（プラグインボード）に
搭載されている音色拡張機能を使用可能とするために、所望の音色拡張ボードＰＢに対す
る各種設定が行われたか否かを判定する。プラグインボードの設定の選択が行われていな
いと判定した場合には（ステップＳ１のＮＯ）、プラグインボードの設定以外のその他指
示に対応する各種処理を実行する（ステップＳ１３）。一方、プラグインボードの設定の
選択が行われたと判定した場合には、所望の音色拡張ボードＰＢに対する各種設定項目を
受け付ける（ステップＳ２）。このステップＳ２の処理で受け付ける各種設定としては、
チャンネル設定、ドラムキット選択設定、ノート別設定などがある。チャンネル設定が行
われた場合には（ステップＳ３のＹＥＳ）、チャンネル番号を受け付けて（ステップＳ４
）、該チャンネル番号の割り当てを設定する（ステップＳ５）。これにより、音色拡張ボ
ードＰＢに記憶されたドラム音色を割り当てるべき MIDIチャンネル番号を確保する。１チ
ャンネルに対して１つのドラム音色を割り当てることにより、同じパートであるにも関わ
らず異なる音色でパーカッシブ的な楽音を発音することができるようになる。
【００３２】
ドラムキット選択設定が行われた場合には（ステップＳ６のＹＥＳ）、ドラムキット名称
を受け付けて（ステップＳ７）、該受け付けたドラムキット名称に対応する音色制御デー
タを割り当て設定する（ステップＳ８）。例えば、ドラムキット名称として「ドラムキッ
トＡ１」が指定されている場合、音色拡張ボードＰＢにおけるＲＯＭ２２に記憶されてい
る該「ドラムキットＡ１」が付された音色制御データを割り当てるように設定する。ノー
ト別設定の選択が行われた場合には（ステップＳ９のＹＥＳ）、設定項目とその設定値を
受け付けて（ステップＳ１０）、該設定値を記憶する（ステップＳ１１）。すなわち、ノ
ート指定音色制御オフセットデータにおける各音色パラメータに対するオフセット値の入
力を受け付けて、該ノート指定音色制御オフセットデータを音源装置ＭＢのＲＡＭ３に記
憶する。このように、音源装置ＭＢから音色拡張ボードＰＢに記憶されたドラム音色の音
色制御データ内容を変更する場合においては、個々のノートナンバに対応した音色制御デ
ータの各音色パラメータのオフセット値を入力することで、間接的に変更することができ
るようになっている。ステップＳ１２では、プラグインボードに設定値を送信する。ステ
ップＳ１３では、上記した以外のその他の指示に対応する各種処理を実行する。
【００３３】
図１に示した音源装置ＭＢでは、該音源装置ＭＢに装着された音色拡張ボードＰＢのＲＯ
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Ｍ２２に記憶されたドラムキット毎の音色制御データの内容を、該音源装置ＭＢに設定機
器インターフェイス７を介して接続されたパーソナルコンピュータ７Ａ（以下、単にパソ
コン端末７Ａと呼ぶ）から適宜に変更することができるようになっている。そこで、こう
した音色拡張ボードＰＢに記憶されたドラムキット毎の音色制御データの内容をパソコン
端末７Ａを用いて変更する「プラグインボードの設定処理」について、具体例を用いて説
明する。図６は、図１に示した該音源装置ＭＢに設定機器インターフェイス７を介して接
続されたパーソナルコンピュータ７Ａで実行する「プラグインボードの設定処理」の一実
施例を示すフローチャートである。以下、この図６に示したフローチャートに従って、当
該処理の動作を説明する。
【００３４】
ステップＳ２１では、パソコン端末７Ａからの設定内容を受け付ける。パソコン端末７Ａ
から受け付ける設定内容としては、ドラムキット指定、修正指示、記録指示などがある。
ドラムキット指定が行われたと判定した場合には（ステップＳ２２のＹＥＳ）、対応する
ドラムキットのデータをプラグインボードから読み出す（ステップＳ２３）。すなわち、
音色拡張ボードＰＢにおけるＲＯＭ２２に記憶されているドラムキット毎の音色制御デー
タの中から、指定されたドラムキットの音色制御データを読み出す。修正指示が行われた
と判定した場合には（ステップＳ２４のＹＥＳ）、変更値を受け付けて（ステップＳ２５
）、取り込んだデータを変更する（ステップＳ２６）。すなわち、上記ステップＳ２３に
おいて読み出したドラムキットに対応する音色制御データの共通パラメータセット及び個
別パラメータセットにおける各音色パラメータ内容を、パソコン端末７Ａから入力された
内容に変更する。記録指示が行われたと判定した場合には（ステップＳ２７のＹＥＳ）、
プラグインボードに設定値を送信する（ステップＳ２８）。すなわち、パソコン端末７Ａ
から入力された内容に設定変更された音色制御データを音色拡張ボードＰＢのＲＡＭ２３
に記憶する。なお、ＲＡＭ２３を不揮発性メモリで構成すれば、ユーザが設定したこれら
の音色制御データを電源のオンオフに関わらず記憶しておくことができる。ステップＳ２
９では、上記した処理以外のその他の指示に対応する各種処理を実行する。このようにし
て、音源装置ＭＢに設定機器インターフェイス７を介して接続されたパーソナルコンピュ
ータ７Ａでは、音源装置ＭＢに装着された音色拡張ボードＰＢのＲＯＭ２２に記憶された
ドラムキット毎の音色制御データの内容を直接変更することができるようになっている。
【００３５】
図１に示した音源装置ＭＢに装着された音色拡張ボードＰＢでは、該音源装置ＭＢに MIDI
入力インターフェイス６を介して接続された外部 MIDI機器６Ａから入力された MIDIデータ
に従って、所定のチャンネルに対して割り当て済みのドラムキットを用いてドラム音色で
楽音を発音するなどの各種処理を実行する。そこで、こうした音色拡張ボードＰＢで実行
する「プラグインボードの処理」の実施例について、具体例を用いて説明する。図７は、
図１に示した音色拡張ボードＰＢにおけるＣＰＵ２１で実行する「プラグインボードの処
理」の実施例を示すフローチャートである。この「プラグインボードの処理」は、装着さ
れている音源装置ＭＢの電源オンと同時に起動され、音源装置ＭＢの電源オフと同時に終
了する。
【００３６】
ステップＳ３１では、初期化を行う。例えば、ＲＡＭ２３に記憶されているパソコン端末
７Ａを介して設定された各ドラムキット毎の音色制御データや該ＲＡＭ２３の所定メモリ
領域２３Ａにバッファされた音色制御データなどのデータクリアや各種処理パラメータを
初期値に設定するなどの各種処理を実行する。音色拡張ボードＰＢが本体音源装置ＭＢか
ら受信する信号としては、キーオン指示信号、ドラムキット変更指示信号（この実施例で
はプログラムチェンジ信号）、オフセット信号、その他の制御信号などがある。キーオン
指示信号を受信した場合には（ステップＳ３２のＹＥＳ）、受信したキーオン指示信号の
ノートナンバに対応する音色制御データを発音用の音色制御データを記憶したＲＡＭ領域
２３Ａから読み出し（ステップＳ３３）、該読み出した音色制御データにおける波形アド
レスに従って波形データを読み出し（ステップＳ３４）、さらに読み出した音色制御デー

10

20

30

40

50

(10) JP 3999984 B2 2007.10.31



タの各音色パラメータと音色全体に係る音色パラメータに従って楽音信号を生成して音源
装置ＭＢへ送信する（ステップＳ３５）。
【００３７】
ドラムキット変更指示信号を受信した場合には（ステップＳ３６のＹＥＳ）、指示のあっ
たドラムキットに対応する音色制御データをＲＯＭ２２またはＲＡＭ２３に記憶された音
色制御データの中から読み出し、ＲＡＭ領域２３Ａに記憶された発音用の音色制御データ
と書き換える（ステップＳ３７）。すなわち、音源装置ＭＢから送信されてきた MIDIデー
タがプログラムチェンジ信号（つまりドラムキット変更指示信号）である場合には、その
指定のあったドラムキットの音色制御データをＲＯＭ２２またはＲＡＭ２３から読み出し
、読み出した音色制御データを発音用の音色制御データとしてＲＡＭ領域２３Ａに記憶す
ることでデータ書き換えを行う。オフセット信号を受信した場合には（ステップＳ３８の
ＹＥＳ）、ＲＡＭ領域２３Ａに記憶された発音用の音色制御データにおける個別パラメー
タセットの各音色パラメータ値をノート指定音色制御オフセットデータにおける各音色パ
ラメータのオフセット値を用いて修正する（ステップＳ３９）。その他の制御信号を受信
した場合には（ステップＳ４０のＹＥＳ）、送信されてきた制御信号に応じて処理を行う
（ステップＳ４１）。例えば、チャンネルを指定する制御信号を受信した場合には、音色
制御ボードＰＢに記憶したドラム音色を割り当てる MIDIチャンネルを変更する。各信号の
受信処理を終えるとステップＳ３２の処理に戻って、上記ステップＳ３２～ステップＳ４
１までの各処理を繰り返し実行する。
【００３８】
【発明の効果】
この発明によれば、同じパートであるにも関わらず異なる音色でパーカッシブ的な楽音を
発音するドラム音色等を構成する複数の個々の音色毎に音色パラメータを適宜に変更でき
るようにしたことから、ドラム音色等を音色拡張ボードで追加した場合に該ドラム音色等
を構成する個々の音色毎に異なる特徴を付与することができるようになる、という効果を
得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に係る楽音信号生成装置の実施の形態を示すハード構成ブロック図であ
る。
【図２】　音色拡張ボード内のＲＯＭに記憶される音色制御データのデータ構成の一実施
例を示す概念図である。
【図３】　本体音源装置におけるＲＡＭに記憶されるノート指定音色制御オフセットデー
タのデータ構成の一実施例を示す概念図である。
【図４】　音源装置の各種音色と該音源装置に装着された音色拡張ボードのドラム音色と
を用いた場合の楽音出力処理の概要を説明するためのブロック図である。
【図５】　音源装置におけるＣＰＵで実行する「パネル設定処理」の一実施例を示すフロ
ーチャートである。
【図６】　音源装置に設定機器インターフェイスを介して接続されたパーソナルコンピュ
ータで実行する「プラグインボードの設定処理」の一実施例を示すフローチャートである
。
【図７】　音色拡張ボードにおけるＣＰＵで実行する「プラグインボードの処理」の実施
例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１（２１）…ＣＰＵ、１Ａ（２１Ａ）…タイマ、２（２２）…ＲＯＭ、３（２３）…ＲＡ
Ｍ、４…表示回路、４Ａ…液晶画面、５…検出回路、５Ａ…操作子、６… MIDI入力インタ
ーフェイス、６Ａ…外部 MIDI機器、７…設定機器インターフェイス、７Ａ…パーソナルコ
ンピュータ、８（２４）…入出力インターフェイス、９（２５）…楽音合成器、１０…ミ
キサー、１１…効果装置、１１Ａ…サウンドシステム、１Ｄ（２Ｄ）…データ及びアドレ
スバス、ＭＢ…音源装置、ＰＢ…音色拡張ボード（プラグインボード）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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