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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音楽およびオーディオの再生システムであって、
　オーディオ・データを再生する手段を含む再生エンジンと、
　オーディオ・データを前記再生エンジンに供給するために、現オーディオ・ファイルを
選択する手段を含む少なくとも２つのデッキ・モジュールと、
　該少なくとも２つのデッキ・モジュールからのオーディオ・データを混合するためのモ
ジュールと、
　１つ以上のサンプルを特定し、少なくとも１つのサンプルをスクラッチング・ファイル
として指定する手段を含むサンプラ・モジュールと、
　前記少なくとも２つのデッキ・モジュールの各々に設けた少なくとも１つのスクラッチ
ング・ボタンであって、各スクラッチング・ボタンには異なった前記スクラッチング・フ
ァイルが関連し、該スクラッチング・ボタンのユーザによる単一の操作に応答して、関連
する前記スクラッチング・ファイルの再生をユーザが活性化することをユーザに可能にし
、関連する前記スクラッチング・ファイルに対応するオーディオ・データを前記現オーデ
ィオ・ファイルの代わりに再生するために前記再生エンジンに向ける、スクラッチング・
ボタンと、
を備えた、音楽およびオーディオ再生システム。
【請求項２】
　請求項１記載のシステムにおいて、各前記スクラッチング・ボタンは、該スクラッチン
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グ・ボタンの前記単一の操作に後続のユーザによる別の単一の操作に応答して、関連する
前記スクラッチング・ファイルの再生を不活性化して、前記現オーディオ・ファイルに対
応するオーディオ・データを前記再生エンジンに向ける、音楽およびオーディオ再生シス
テム。
【請求項３】
　請求項２記載のシステムにおいて、前記スクラッチング・ボタンの前記別の単一の操作
に応答して、前記現オーディオ・ファイルに対応するオーディオ・データは、第１または
第２の再生位置から再生され、前記第１の再生位置は、前記スクラッチング・ボタンの前
記別の単一の操作の前の前記単一の操作が起きた時点における再生位置であり、前記第２
の再生位置は、関連する前記スクラッチング・ファイルの再生の間において前記現オーデ
ィオ・ファイルからの再生が続行していたときの前記別の単一の操作が起きた時点におけ
る再生位置である、音楽およびオーディオ再生システム。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載のシステムにおいて、
　各前記デッキ・モジュールは、さらに、オーディオ・データのループ状の再生を可能に
するための少なくとも１つのループ・ボタンを含み、
　該少なくとも１つのループ・ボタンの各々は、各該ループ・ボタンのユーザによる単一
の操作に応答してオーディオ・データの前記ループ状の再生を活性化し、前記単一の操作
に後続の各該ループ・ボタンのユーザによる別の単一の操作に応答してオーディオ・デー
タの前記ループ状の再生を不活性化する、
音楽およびオーディオ再生システム。
【請求項５】
　　請求項４記載のシステムにおいて、
　前記少なくとも１つのループ・ボタンは、オーディオ・データにおいて設定されたルー
プ・アウト・マーカからループ・イン・マーカまで、前記オーディオ・データの再生をル
ープさせるボタンを含む、音楽およびオーディオ再生システム。
【請求項６】
　　請求項４または５に記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つのループ・ボタン
は、オーディオ・データの予め設定された長さをもつ部分のループ状の再生を可能にする
少なくとも１つのボタンを含む、音楽およびオーディオ再生システム。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載のシステムにおいて、各前記デッキ・モジュールは、
さらに、オーディオ・データの現再生位置を、前または後ろにジャンプさせるためのオフ
セット・ボタンを含む、音楽およびオーディオ再生システム。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれかに記載のシステムにおいて、各前記デッキ・モジュールは、
さらに、オーディオ・データの再生速度を一時的に変化させるためのナッジ・ボタンを含
む、音楽およびオーディオ再生システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、３５ＵＳＣ§１１９（ｅ）に基づいて、２００６年７月１３日に出願した、前
出願仮特許出願第６０／８３０，８７０号の優先権およびその利益を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　音楽演奏の一種では、記録された音楽およびサウンドを、新しい「混合」(mix)で再生
することを伴う。演奏者のことを一般にディスク・ジョッキーまたはＤＪと呼ぶ。
【０００３】
　ディスク・ジョッキーは、音楽演奏を創造するために、多くのツールに頼っている。例
えば、種々のサウンド・エフェクトを作成するために、多数のターンテーブル上において
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、ビニール・レコード(vinyl record)を操作することができ、または多数のコンパクト・
ディスクを操作することもできる。ディスク・ジョッキーは、再生の速度、ピッチ、方向
、および順序を様々に変化させることができ、再生する音楽に種々のエフェクトを加える
こともできる。
【０００４】
　最近になって、ディスク・ジョッキーは、コンピュータ上のデータ・ファイルに格納さ
れているオーディオ・データを操作するツールを用いている。これらのツールの一部は、
通常ターンテーブルやビニール・レコードおよびＣＤプレーヤで行うことをコンピュータ
化するという考えに基づいて開発された。しかしながら、コンピュータの柔軟性により、
音楽演奏に用いるために、新たなツールや技法を活用することが可能となる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　音楽およびオーディオ再生システムをコンピュータ上に実装し、再生エンジンによって
、操作者、通例では、ディスク・ジョッキーが種々のエフェクトを加えることを可能にす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　例えば、一実施形態では、再生用制御情報をスナップショットとして格納することがで
きる。スナップショットとは、再生エンジンによって適用される複数の制御に対する設定
の組み合わせのことである。スナップショットに格納することができる設定は、エフェク
ト、デッキ制御、および／または混合設定のためとすることができる。利用可能なスナッ
プショットに関する情報は、ユーザ・インターフェースを通じて供給することができ、適
用すべき１つ以上のスナップショットをユーザに選択させ、いずれの選択したスナップシ
ョットでも、ユーザに活性化または不活性化させる。スナップショットを活性化すると、
その選択された設定が制御に適用される。各スナップショットは、キーボード上のＭＩＤ
Ｉ音符またはキー(key)のような制御器に割り当てることができ、それを素早く活性化さ
せることができる。このような割り当ては、ユーザが定義することができる。これらのス
ナップショットは、エフェクトに対する設定を変更し、ミキシングおよび再生を素早く行
うことを可能にするが、これらの一部は通常では実行するのが困難である。一度に１つよ
りも多いスナップショットを活性化することができる。そのようにするとき、最後にトリ
ガされたスナップショットが、他のスナップショットがアクティブであっても、これらに
対して優先される。ユーザ・インターフェースが、スナップショットを管理する際に補助
するために設けられている。
【０００７】
　別の実施形態では、本システムは、ユーザに１つ以上のサンプルを指定させ、これらを
再生のためにトリガすることができるサンプラ・モジュールを含む。サンプルとは、ディ
スク・ジョッキーが演奏に付加するために用いることが多い短いオーディオ・サンプルを
含む、オーディオ・ファイル、またはオーディオ・ファイルの一部である。これらのサン
プルが再生のために選択されると、これらはミキサの制御を迂回するようになっており、
直接ミキサ出力と配合される。最も頻繁に用いられたサンプルは、スクラッチング・ファ
イルに指定することができ、ボタン（またはその他の制御器）の押下によって素早く活性
化することができる。再生速度およびボリュームならびにループ設定というようなスクラ
ッチング・ファイル（複数のファイル）の再生のためのパラメータは、当該スクラッチン
グ・ファイルに関連するユーザ定義可能な設定として既定することができる。このように
、システムは、ボタンの押下時に、外部制御レコードおよびＣＤ、または「スクラッチン
グ」を模擬するＭＩＤＩ回転コントローラを用いて、サンプルの再生の直接制御を可能に
する。
【０００８】
　別の実施形態では、波形ディスプレイは、現再生時刻を中心としてオーディオ・サンプ
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ルの窓を表す。２つのトラックを再生しているときは、各波形の半分のみを示す。即ち、
上位にある波形の下半分と、下位にある波形の上半分とを示す。窓は、再生期間に関して
定義することができるので、波形は、再生テンポの速度が低下または上昇した場合、伸張
および種々区する。再生中、この波形は、オーディオ・データを再生するに連れてスクロ
ールし、ユーザはいつソングの中で休止および拍子が発生するかユーザが見ることができ
る。ビート・マーカを波形上に表示すると、２つのソングが同じテンポを有し同相である
場合、ビート・マーカが上下に並ぶことになる。何らかのエフェクトを加えている間、こ
の波形ディスプレイは、元のオーディオがその正規のテンポで順方向に再生し続けている
かのように、更新することができる。このようなエフェクトは、スクラッチング・ファイ
ルの再生への切り換え、または反復、逆転、および制動エフェクトを含むことができるが
、これらに限定されるのではない。その結果、操作者は波形ディスプレイを監視し、現オ
ーディオ・ファイルの再生を所望の時点で復元できるように、いつエフェクトを加えるの
を終了すべきか知ることができる。
【０００９】
　別の実施形態では、逆転、反復、または制動エフェクトのような、現オーディオ・ファ
イルの再生に作用するある種のエフェクトは、挿入エフェクトとして実行する。その結果
、エフェクトを実行している間、そのエフェクトを現オーディオ・ファイルにおけるオー
ディオ・データに加えても、現オーディオ・ファイルにおける現再生位置は進み続ける。
波形ディスプレイは、オーディオ・ファイルにおいて連続的に更新する現再生位置に基づ
いて、更新し続ける。その結果、操作者は、波形ディスプレイを監視し、現オーディオ・
ファイルの再生を所望の時点で復元できるように、いつエフェクトを加えるのを終了すべ
きか知ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１は、音楽およびオーディオ再生システム１００の一例のデータ・フロー図である。
このシステムでは、オーディオ・ファイルの再生を制御している個人が、ユーザ・インタ
ーフェース１０２を通じて、システムとの双方向処理を行う。ユーザ・インターフェース
は、通例、ディスプレイのような、１つ以上の出力デバイスを含み、これを通じて、再生
システムについてのステータス情報をユーザに伝達することができる。ユーザ・インター
フェースは、１つ以上の入力デバイスも含み、ユーザは、これを通じて入力を供給するこ
とができる。制御エレメントをディスプレイ上に表示してもよく、種々のコンピュータ入
力デバイスを通じて、ユーザによって操作し、制御情報を再生システムに供給することが
できる。ディスク・ジョッキー用再生システムでは、ユーザ・インターフェースは、ビニ
ール・レコード、ＣＤ、ディジタル回転制御器（ジョグ・ホイール）、またはユーザが再
生の方向および速度を素早く変化させることを可能にするその他のデバイスのような、「
スクラッチ」操作を実行する入力デバイスを含むとよい。一般に、ステータス・データの
ような表示情報１０４は、再生エンジン１０８からユーザ・インターフェース１０２に供
給され、制御情報１０６は、ユーザ・インターフェース１０２から再生エンジン１０８に
供給される。
【００１１】
　再生エンジンは、１つ以上のオーディオ・ファイル１１２からのオーディオ・データ１
１０の再生を制御して、出力オーディオ信号１１４（ディジタルまたはアナログのいずれ
の形態でもよい）を作成する。２つ以上のオーディオ・ファイルからのオーディオ・デー
タを一緒に混合してオーディオ信号を発生することもでき、更には、１つ以上のエフェク
トをオーディオ・データに加えることもできる。オーディオ・ファイルに関する情報１１
６をユーザ・インターフェース１０２に供給すれば、ユーザが、再生すべき１つ以上のオ
ーディオ・ファイルを選択することが可能になる。制御情報１０６は、このような選択の
指示を含むこともできる。
【００１２】
　再生エンジンのための制御情報の一部は、スナップショット・モジュール１１８によっ
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て、スナップショットとして格納することもできる。スナップショットとは、再生エンジ
ンによって適用される複数の制御に対する設定の組み合わせである。スナップショットに
格納するとよい設定は、エフェクト、デッキ制御、および／または混合設定のためとする
ことができる。
【００１３】
　このシステムに合わせたユーザ・インターフェースの一例の概要について、図２と関連
付けてこれより説明する。これらの図面に示すように、描写を容易にするために、色を逆
にしている。図において白で示す部分は黒であり、図面において灰色または黒で示す部分
は、ある色の陰影または白である。
【００１４】
　ユーザ・インターフェースは、２つのデッキ・モジュールを含む。これらは、図２では
２００で示されており、図３と関連付けて更に詳しく説明する。これらのデッキ・モジュ
ールを通じて、ユーザはオーディオ・ファイルの再生を制御することができる。通例、演
奏を行うには、第１デッキ・モジュールを通じて第１オーディオ・ファイルの再生を制御
し、続いて、第２デッキ・モジュールを通じて第２オーディオ・ファイルの再生を制御す
る。２つよりも多いデッキを用いることもでき、例えば、ユーザに２つよりも多いトラッ
クを同時に混合させることができる。
【００１５】
　図２において２０２で示す、ユーザ・インターフェースの波形モジュールは、各デッキ
に対応する波形を示すディスプレイであり、その動作については図５と関連付けて更に詳
細に説明する。波形モジュールは、ユーザ・インターフェース内において、２つのデッキ
・モジュールの間に配置してもよい。左デッキに対する波形を波形ディスプレイの上位に
示すことができ、右デッキの波形を波形ディスプレイの下位に示すことができる。波形の
上に「現在」ライン２０３が重畳されており、（対応するデッキ・モジュールから供給さ
れた）対応するオーディオ内における現再生位置を示す。ビート・マーカ２０５も設けて
、１分毎の拍子、およびオーディオ・データの位相を示すこともできる。
【００１６】
　波形は、現在ラインの前後２．５秒というように、「現在」ラインを中心としたオーデ
ィオ・サンプルの窓を表す。再生の間、この波形は、オーディオ・データを再生するに連
れてスクロールし、ソングの中でいつ休止(break)および拍子(beat)が発生するかユーザ
が見ることができる。スクロールが右から左に行われる場合、「現在」ラインの左側にあ
る波形の部分は、既に再生されたオーディオ・データを表し、一方「現在」ラインの右側
にある波形の部分は、これから再生するオーディオ・データを表す。ビート・マーカを用
いると、２つのソングが同じテンポを有し同相である場合、ビート・マーカが上下に並ぶ
ことになる。
【００１７】
　波形モジュールでは、各波形の半分のみが示されている。即ち、上位の波形（例えば、
左デッキ・モジュールに対応する）の下半分、および下位の波形（例えば、右デッキ・モ
ジュールに対応する）の上半分が示されている。上位の波形では、いくつかの方法で、オ
ーディオ・データの波形全体から、波形の下半分を発生することができる。例えば、波形
の負の部分のみを示すこともできる。波形の極性を最初に逆転させ、次いでこの反転波形
の負の部分を示すことができる。また、波形を整流することもでき（極性を取り除く絶対
値関数を用いて）、次いで整流波形を逆転させて示すこともできる。下位の波形について
は、その波形の上半分をいくつかの方法で発生することができる。例えば、波形の正の部
分のみを示すことができ、あるいは整流波形を示すこともできる。
【００１８】
　図２において２０４で示すエフェクト・ラック・モジュールは、デッキ・モジュール毎
に設けられている。これについては、以下で図６と関連付けて説明する。一般に、エフェ
クト・ラック・モジュールは、ユーザに１つ以上のエフェクトを指定させ、それに関連す
るデッキ・モジュールが制御するオーディオの再生によって発生する信号にこれらのエフ
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ェクトを加える。加えることができるエフェクトは、いずれの種類のオーディオ・エフェ
クトでも可能であり、例えば、外部プラグイン、および挿入または送出型エフェクトを含
むが、これらに限定されるのではない。
【００１９】
　図２において２０６で示すミキサ・モジュールは、デッキ・モジュールによる再生によ
って発生したオーディオ信号と、外部音源からのオーディオ信号とを配合して、１つのス
テレオ・ストリーム（マスタ）を作成する際に、その制御をユーザに行わせる。ミキサ・
モジュールについては、図７と関連付けて以下で更に詳細に説明する。このインターフェ
ースの例では、ミキサ・モジュールは、エフェクト・ラック・モジュールの間で、波形モ
ジュールの下にある。
【００２０】
　図２において２０８で示すクロスフェーダ・モジュールは、ユーザが、ミキサの２つの
チャネル間におけるフェーディング(fading)を制御することを可能にする。クロスフェー
ダが左にある場合、左デッキ・モジュールによって制御される信号が聞こえる。クロスフ
ェーダが右にある場合、右デッキ・モジュールによって制御される信号が聞こえる。クロ
スフェーダを中間に配置すると、両デッキ・モジュールによって制御される信号の配合が
得られる。
【００２１】
　図２において２１０で示すサンプラ・モジュールは、ユーザに、１つ以上のオーディオ
・ファイル（またはオーディオ・ファイルの一部）を指定させ、これらを再生のためにト
リガさせることを可能にする。サンプラ・モジュールによって、ユーザはディスクから短
いオーディオ・サンプルをロードすること、またはオーディオ・サンプルを記録すること
をリアル・タイムで行うことができる。これらのサンプルを選択し再生する場合、これら
はミキサの制御を迂回するようにして、直接ミキサ出力と配合される。
【００２２】
　各サンプル・スロットには番号が付けられており、１つ以上のボタンを有し、サンプル
・スロットは、デッキ・モジュールの一方を通じてスクラッチングに用いることができる
スクラッチング・ファイルを参照することを示す。利用可能なボタンの数は、指定するこ
とができるスクラッチング・ファイルの数によって左右される。全てのサンプル・ショッ
トの内、１つのサンプルだけがその第１ボタンを活性化することができ、同様に、全ての
サンプル・スロットの内、１つのサンプル・スロットのみがその第２ボタンを活性化する
ことができる。サンプル・スロットにおけるボタンが、その対応するスクラッチング・フ
ァイルの再生中に、デッキ・モジュールによって不活性化された場合、デッキ・モジュー
ルが再生していた元のオーディオ・ファイルの再生を復元する。デッキ・モジュールがス
クラッチング・ファイルを用いている間に、サンプル・スロットのスクラッチングへの指
定が、サンプラを通じてユーザによって変更された場合、再生は元のスクラッチング・フ
ァイルから、新たに選択されたスクラッチング・ファイルに切り替わる。
【００２３】
　各サンプル・スロットはトリガ・ボタン２５０を有する。ユーザは、このボタンを押下
して、随伴するサンプルを再生させることができる。ボリューム・ノブ２５６は、ユーザ
がサンプルの再生ボリュームを制御することを可能にする。速度ノブ２５８は、ユーザが
サンプルの再生速度を制御することを可能にする。ループ・ボタン２６２は、ユーザがサ
ンプルをループ・サンプルであると指定することを可能にする。サンプル名ウィンドウ２
６０は、スロット内にロードされたサンプル・ファイルの名称を表示する。加えて、この
ウィンドウの背景を、例えば、サンプルをどれくらい再生したかを示す進展メータとして
用いることもできる。サンプル名ウィンドウ、またはその他のエレメントは、メニューを
活性化するために用いることもでき、このメニューにより、ユーザはサンプルをスロット
にロードし、スロットからサンプルを保存し、サンプルのバンクをロードおよび保存する
ことが可能になる。
【００２４】
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　記録ボタン２５２は、ユーザがサンプルを記録することを可能にする。記録プロセスは
、最初にサンプル源を選択することを含む。例えば、ユーザは、ミキサ・モジュールにお
いてキュー・ボタンを選択することによりサンプル源を指定することができる。ユーザが
記録ボタンを押下した後、新たなサンプルが記録され、そのスロットと関連付けられる。
記録ボタンを再度押下すると、記録が停止する。ループを記録するには、シフト・キーの
ような追加のキーを、記録ボタンの押下と合わせて押下する。直ちに記録を開始する代わ
りに、記録は、音源素材におけるダウンビート(downbeat)を待つ。ダウンビートは、しか
るべき拍子検出処理を用いれば検出することができる。一旦記録したなら、記録ボタンを
クリックしても、記録は直ぐには停止しない。代わりに、次の小節の終点まで記録は継続
する。一旦小節の終点に達したなら、記録が停止し、こうしてルーピングのための完全な
サンプルを作成する。
【００２５】
　図２において２１２で示す音楽データベース・モジュールも、この実施形態では、ユー
ザ・インターフェースの下に設けることができる。これによって、ユーザはファイル・シ
ステムおよび／またはデータベースを探索し、オーディオ・ファイルを突き止めることが
できる。オーディオ・ファイルにインデックスを付け探索するためには、種々の探索パラ
メータを用いることができ、分毎の拍子（BPM）範囲、様式、キー、レーティング(rating
)、コメント、アーティスト、ソング名、アルバム名等がある。
【００２６】
　また、スナップショット・モジュール（図２には示されていない）も設けることができ
、音楽データベースと同じ空間を占める。音楽データベースおよびスナップショット・モ
ジュール間の表示切替は、例えば、ユーザが「タブ」キーのようなキーを押下することに
応答して行わせるとよい。このモジュールの目的は、種々の制御に対する設定の組み合わ
せを格納すること、および演奏中にこれらの瞬時呼び出しを可能にすることである。この
ような設定は、エフェクト・ラック・モジュール内に設定されているエフェクト、デッキ
・モジュール内に設定されているデッキ制御、および／またはミキサ・モジュール内に設
定されている混合制御に対するパラメータとすることができる。例えば、スナップショッ
トはＥＱ設定を収容することができ、電話機を通じてソングが再生されているかの如く聞
こえるようにする。別のスナップショットは歪みをトラックに追加することができるエフ
ェクト・ルーティング設定を収容することもできる。これらのスナップショットは、この
インターフェースを通じて、コンピュータ・キーボード上におけるＭＩＤＩ音符(note)即
ちキーに割り当て、管理することができる。スナップショット・モジュールの一例につい
ては、図８と関連付けて更に詳細に説明する。
【００２７】
　その他にも種々の制御を設けることができる。別の例では、マスタ・ボリューム制御（
例えば、スライダおよび活性化ボタンによって実施する）が、ユーザにマスタ信号のボリ
ュームを制御させる。また、マスタ信号を記録することもでき、このような記録の制御は
、ユーザ・インターフェースにおける活性化ボタンを通じて行われる。
【００２８】
　グローバル・テンポ(global tempo)を調節するために、別の制御を設けることができる
。グローバル・テンポとは、デッキ・モジュールやサンプラ・モジュールを同期させるこ
とができるテンポである。グローバル・テンポを用いると、デッキ・モジュールを互いに
同期させる問題が回避され、オーディオの再生を同期させるグローバル・テンポを、外部
入力が制御することが可能となる。
【００２９】
　ここで図３を参照して、デッキ・モジュールの一例についてこれより更に詳細に説明す
る。
【００３０】
　デッキ・モジュールは、当該デッキ・モジュールに再生のために割り当てられたオーデ
ィオ・ファイルに関する種々の情報３００を表示する。このような情報は、例えば、ソン
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グの名称およびアーティスト名（ファイルのＩＤ３タグから取り込むことができる）、ま
たはオーディオ・ファイルのファイル名を含むことができる。再生中、ステータス情報３
０２も示すとよい。このようなステータス情報は、例えば、オーディオ・ファイル内にお
ける現在のキューまたは再生位置、およびオーディオ・ファイルからの残り時間を含むこ
とができるが、これらに限定されるのではない。残り時間は、オーディオ・ファイルの分
から現在の時刻を差し引いた期間である。時間は、適したフォーマットであれば、時間、
分、秒、およびフレームのように、いずれで表現してもよい（例えば、毎秒３０フレーム
）。このような場合、現再生位置がオーディオ・ファイルの先頭であると、現時刻は０：
０：０．０となり、残り時間はオーディオ・ファイルの期間となる。
【００３１】
　デッキ・モジュールを通じて利用可能な制御機能の１つによって、操作者は、デッキ・
モジュールを通じて、現在再生されているソングを素早く置き換えることが可能となり、
サンプルの選択はサンプラ・モジュールを通じて管理される。例えば、スクラッチングに
おいて用いられることが多い「Aaaah」および「Fresh」のような、共通のサウンドがいく
つかある。音楽データベース全体を探索してこのようなサウンドを発見する代わりに、前
述のように、サンプラ・モジュール（図２における２１０）を用いて、これらをスクラッ
チング・ファイルとして識別することができる。デッキ・モジュール毎に、１つ以上のス
クラッチング・ボタン３０６を設けることができる。これらのボタンは、サンプラ・モジ
ュールを通じて設定したスクラッチング・ファイルとして選択したオーディオ・ファイル
に対応する。操作者は、デッキ・モジュールにおいて対応するスクラッチング・ボタン３
０６を押下することにより、サンプラ・モジュールにおいて識別されたスクラッチング・
ファイルを選択する。デッキ・モジュールは、再生されている現在のオーディオ・ファイ
ルにおける位置を格納し、次いで選択されたスクラッチング・ファイルを代わりに再生す
る。スクラッチング・ファイルの再生が解除されたとき、例えば、そのスクラッチング・
ボタンが再度押下されたとき、元のオーディオ・ファイルの再生がその最後の位置まで復
元する。あるいは、元のオーディオ・ファイルにおける再生位置は、スクラッチング・フ
ァイルが再生されている間も、進み続けることもできる。波形ディスプレイは、元のオー
ディオ・ファイルが続いて再生されていたかのように振る舞うことができる。このような
実現例について、図４と関連付けて更に詳細に説明する。
【００３２】
　３０４において、何らかのルーピング制御器が設けられている。例えば、オーディオ・
ファイルにおける現再生位置で「ループ・イン・マーカ」(Loop In Marker)をユーザに挿
入させるために、ループ・イン・ボタンを設ける。同様に、オーディオ・ファイルにおけ
る現在の再生位置で「ループ・アウト・マーカ」(loop Out Marker)をユーザに挿入させ
るために、ループ・アウト・ボタンも設けることができる。これは、ループ・アウト・マ
ーカが設定されるときにループ再生に入り、再生をループ・イン・マーカまで一気に戻す
ように実施することができる。このボタンが押下されたときに、オーディオ・ファイルに
おける異なる位置にいずれかのマーカがそのときにある場合、マーカを新しい位置に移動
する。デフォルト位置として、ループ・イン・マーカは、オーディオ・ファイルの先頭に
設定するとよく、一方ループ・アウト・マーカはオーディオ・ファイルの終点に設定する
とよい。これらのマーカは、オーディオ・データにおける最も近い中間状態(transient)
の先頭に配置してもよい。ループ・ボタンは、例えば、ルーピングをオンおよびオフに切
り換えるトグル・ボタンのように設けることができる。ルーピングがアクティブである場
合、現再生位置は、再生がループ・アウト・マーカに達したときにはいつでも、ループ・
イン・マーカまで一気に戻る。ルーピングがアクティブでない場合、再生中ループ・マー
カは無効にされる。現再生位置がループ・イン・マーカとループ・アウト・マーカとの間
にないときにループ・ボタンが活性化された場合、再生は一気にループ・イン・ポイント
まで戻る。
【００３３】
　ボタンに番号を付けることにより（１、２、４、および８）、ＤＪはボタンを１回押す
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だけで、予め設定されているファイルの長さだけ瞬時にループすることが可能になる。デ
フォルトでは、４つのボタンの各々が小節長を表す。操作者が［１］ボタンを押下すると
、ループ・イン・マーカが現在の再生位置に配置され、次いで１小節後にループ・アウト
・マーカが配置される。［ループ］ボタンをオンに切り替え、［ループ］ボタンが押下さ
れてオフとなるまで、オーディオの再生がループされる。各ボタンが表す時間長（１小節
または１拍子）は、ユーザが定義することができる。ループを取り込んでいる間に、同じ
ループ・ボタンを再度押下すると、ループ長が半分に削減される。ループを取り込んでい
る間に、シフト・キーのような他のキーと同時に同じループ・ボタンを再度押下すると、
ループ長が２倍となる。「プレ・ルーピング」機能は、オーディオ・ファイルに向かって
逆方向に進むループを作成するが、同様に実施することができる。例えば、操作者が［シ
フト］キーおよび［１］ボタンを押下すると、ループ・イン・マーカよりも１小節だけ先
立つ、現再生位置に、ループ・アウト・マーカが配置される。プレ・ループを作成すると
、再生は直ちにループ開始点まで一気に戻る。
【００３４】
　同期ボタン３０８も設けて、ユーザがオーディオ・ファイルの再生を他のデッキまたは
外部サービスによる再生と同期させることを可能にすることもできる。例えば、第１デッ
キ・モジュールは、他のデッキによるオーディオ・ファイルの再生のために、分毎の拍子
回数や位相の情報を受信することができる。次いで、第１デッキ・モジュールは、その分
毎の拍子および位相情報を、他のデッキ・モジュールのそれらと照合する。このモードに
ある間、第２デッキ・モジュールに対するいずれの速度変化であっても、第１デッキ・モ
ジュールによって合わせられる。外部デバイスに対する同期は、例えば、Propellerhead
社からの「ReWire」技術を用いて実施することができる。ReWire技術を用いて、グローバ
ル・テンポを、ReWireホストから受信する拍子およびテンポ情報に設定する。次いで、デ
ッキ・モジュールは、それら自体をグローバル・テンポに同期させる。
【００３５】
　開始および停止ボタン、順方向および逆方向シーク・ボタン、ならびにキュー・ボタン
というような、ユーザに再生制御を行わせるための典型的な再生誘導またはトランスポー
ト・ボタン３１０がいくつかある。キュー・ボタンは、デッキ・モジュールの現再生状態
に応じて２つの機能を有する。再生を一時中止する場合、キュー・ボタンを押下して放す
と、現再生位置にキュー・ポイントが設定される。オーディオ・データが再生している場
合、キュー・ボタンを押下して放すと、再生が一時中止し、再生位置をキュー・ポイント
まで戻す。
【００３６】
　ナッジ・ボタン(nudge button)およびオフセット・ボタン３１４と呼ばれる再生速度制
御ボタンも設けることができる。ナッジ・ボタンは、ＤＪ ＣＤプレーヤ上にあるピッチ
・ベンド・ボタン(pitch bend button)と同様に作用する。これらのボタンは、再生速度
を一時的に変化させて、ＤＪがそのソングを別のソングと合わせることができるようにす
る。オフセット・ボタンは、現在の再生位置を１拍子長だけ前または後ろにジャンプさせ
る。デッキが再生するオーディオのキーまたはピッチを調節するため、および／またはピ
ッチ・シフト／時間ストレッチ処理を可能または不能にするために、更に別の制御器３１
２も設けることができる。
【００３７】
　また、ディスプレイは拍子／分ディスプレイおよび制御器３１６も含むことができる。
このディスプレイは、当初記録した分毎の拍子とは異なっていても、現在再生されている
分毎の拍子を示す。ユーザが、元のテンポの指定割合以内で再生テンポを調節できるよう
に、スライダを設ける。スライダのテンポ調節範囲を、スライダの隣に示す。この範囲は
、ユーザが定義することができる。
【００３８】
　これより図４を参照して、図３に示したスクラッチング・ボタン３０６の選択によって
呼び出される、スクラッチング機能の動作について、データ・フロー図を通じてここで更
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に詳細に説明する。この例では、再生エンジン４００は、デッキ・モジュールが再生して
いる現オーディオ・ファイル４０２からのオーディオ・データ、および選択されたスクラ
ッチング・ファイル４０４からのオーディオ・ファイルを受信する。再生エンジンは、現
オーディオ・ファイルから再生しながら、その現再生位置４０６を増分する。一実施形態
では、ユーザがスクラッチング・ファイルの再生を活性化すると、再生エンジンは、スク
ラッチング・ファイルからのオーディオ・データの読み取りに切り換えるが、別個に現再
生位置４０６を増分し続ける。再生エンジンは、スクラッチング・ファイルを再生しつつ
、現オーディオ・ファイル４０２に基づいた波形表示も発生するために、現再生位置を波
形表示発生器４０８に供給し続ける。スクラッチング・ファイルの再生は、ユーザがスク
ラッチング再生モードを不能にするまで（デッキ・モジュール上のスクラッチング・ボタ
ン３０６を不活性化することにより）継続する。スクラッチング再生モードが不能にされ
ると、再生エンジンは、更新された現再生位置を用いて、現オーディオ・ファイルの再生
に切り換える。このように継続して波形表示を更新することにより、操作者は波形ディス
プレイを監視し、現オーディオ・ファイルの再生を所望の時点で復元できるように、いつ
エフェクトを加えるのを終了すべきか知ることができる。また、この技法は、以下で説明
する繰り返し、逆転、および制動(brake)エフェクトのような何らかのエフェクトを加え
ている最中に用いることもできる。あるいは、再生エンジンが、スクラッチ・ファイルの
再生またはエフェクトの適用中に現再生位置を増分し続けていない場合、現オーディオ・
ファイルの格納した最後の再生位置を用いてもよい。
【００３９】
　これより図５を参照して、波形表示発生器の実現例の一例を示すデータ・フロー図につ
いてこれより説明する。波形表示発生器５００は、デッキ・モジュールの再生エンジン（
図示せず）から現再生位置５０２を受信する。デッキ・モジュールが再生している現オー
ディオ・ファイル（スクラッチング・ファイルではない）のオーディオ・データ５０８か
ら、現再生位置の前後２．５秒というような、現再生位置を中心としたオーディオ・サン
プル５０４の窓に、窓選択部５０６がアクセスする。この窓は再生時間量に基づくので、
テンポ情報５１２を用いて、窓のサイズを決定する。再生を遅くすると波形が伸び、再生
を速くすると、波形が縮む。このオーディオ・サンプルの窓は、前述のように、波形発生
５１０によって処理され、デッキ・モジュール毎に半波形を発生する。テンポ情報５１２
に基づいて、波形上にビート・マーカを配置し（重畳５１４によって）表示データ５１６
を供給する。この表示データは、現再生位置を示す「現在」ラインを中心として、表示さ
れる。
【００４０】
　これより図６から図８を参照して、エフェクト・ラック・モジュール、混合モジュール
、およびスナップショット・モジュールについてここで更に詳細に説明する。
【００４１】
　図６を参照すると、エフェクト・ラック・モジュールは、内部で定義したエフェクト、
およびプラグイン・アーキテクチャを通じて定義したエフェクトにアクセスすること、お
よびエフェクトを１つのステレオ・オーディオ・ストリームに加えるために、これらの中
から選択することをユーザに可能にする。各デッキ・モジュールは、関連するエフェクト
・ラック・モジュールを有し、各デッキ・モジュールを通じて制御されるオーディオ・デ
ータを独特のエフェクトによって処理することを可能にする。エフェクト・ラック・モジ
ュールは、ビルトイン・エフェクトの集合体から、いくつかのエフェクトを利用可能にす
ることができる。加えて、ＤＪは、ＶＳＴプラグインのような、プラグイン・アーキテク
チャを通じてアクセスした、外部定義エフェクトの中から選択することができる。図６に
示す実現例では、エフェクト・ラック・モジュールは３つのスロットを有し、その各々が
１つの内部・エフェクト、および外部定義エフェクトを表す１つのスロットをホストする
。
【００４２】
　一般に、エフェクトは、２つの方法の内一方、即ち、挿入エフェクトまたは送出エフェ
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クトとして加える。挿入エフェクトは、オーディオ信号の全てを処理し、エフェクトによ
って発生した新しい信号と置き換えることを特徴とする。このため、デッキ・モジュール
からのオーディオの全て、および挿入エフェクトの前におけるエフェクトの連鎖の中にあ
るいずれのエフェクトも、挿入エフェクトの出力によって置き換えられる。一方、送出エ
フェクトは、元のオーディオ信号をそのまま残し、エフェクトによって発生した新しい信
号とこれを混合する。エフェクトが挿入または送出エフェクトのいずれであっても、スロ
ット毎に個々に選択可能なように実施することができる。
【００４３】
　エフェクト・ラック・モジュールは、多数のスロット６００を含む上位部分を有し、ス
ロットの各々はビルトイン・エフェクトを表す。下位部分は、プラグイン・エフェクトを
表すスロット６０６を含む。各スロット（ビルトイン・エフェクトまたはプラグインのい
ずれであっても）、イネーブル・ボタン６０２があり、ユーザが当該エフェクトの使用を
可能または不能にすることができる。バイパス・ボタン６１６は、エフェクト・ラック全
体を可能または不能にする。ルーティング・ボタン６０３は、ユーザが、エフェクトが挿
入エフェクトまたは送出エフェクトのどちらかを指定することを可能にする。
【００４４】
　混合ノブ６０４の機能は、エフェクトの種類によって異なる。挿入エフェクトに対して
は、混合ノブは、エフェクトの混合を調節するために用いられる。ノブを最大限反時計回
り方向に回した場合、エフェクトを迂回したかのように、元のオーディオ信号のみが聞こ
える。ノブを最大限時計回り方向に回した場合、エフェクトの出力のみが聞こえるので、
完全な挿入エフェクトとなる。ノブが１２時の位置にある場合、原音およびエフェクトの
同量の混合が得られる。送出エフェクトに対しては、ノブは送出量を定義する。最大限時
計回り方向に回すと、最大入力信号がエフェクトの入力に供給される。最大限反時計回り
方向に回すと、エフェクト入力を供給する信号は無音となる。
【００４５】
　各エフェクト・スロットも、１つ以上の割り当て可能なパラメータ・ノブ６０８、およ
び１つ以上の割り当て可能なパラメータ・ノブ６１０を有する。ノブは、ある範囲の値を
有するエフェクト・パラメータの１つを制御するために用いることができる。ボタンは、
エフェクトにおけるボタン型制御器を制御するために用いることができる。保存ボタン６
１２は、ユーザが予め設定したファイルを保存することを可能にする。ロード・ボタン６
１４は、ユーザが予め設定したファイルの検索を要求することを可能にする。
【００４６】
　これより図７を参照すると、ミキサ・モジュールは、１つのミキサであり、１つ以上の
デッキ・モジュールおよび任意の外部オーディオ源からの信号を混合するために用いられ
る。ミキサは、アクティブなデッキ・モジュール毎に１つのブロックを収容する。ミキサ
は、利得ノブおよびボタン７０２、高、中間、および低ノブおよびボタン７０４（ＥＱノ
ブおよびＥＱキル・ボタンと呼ぶ）をデッキ毎に含む。ＥＱ用のボタンは、関連する周波
数範囲を出力から除去する。
【００４７】
　チャネル・ボリューム・フェーダ７０６は、縦型フェーダであり、関連するチャネルの
出力ボリュームを調節するために用いられる。ライン入力セレクタ７０７は、ユーザに、
デッキ・モジュールの代わりに、外部オーディオを選択させる。キュー・ボタン７０８は
、ユーザに関連するチャネルをヘッドフォン出力への入力源として選択させるために設け
られている。一般に、キュー・ボタンは、相互に排他的であり、一方のボタンを押下する
と、他方が不活性化する。したがって、ヘッドフォン・キュー音源としては一度に１つの
チャネルだけしか選択することはできないが、この挙動はユーザが制御可能とすることも
できる。
【００４８】
　グラフィック・ボリューム・メータ７１０も、個々のチャネルの信号レベルを示すため
に設けられている。クロスフェーダ割り当てボタン７１２も、チャネル毎に設けられてい
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る。デッキ・モジュールが２つのみの実現例では、ボタンを押下すると、デッキ・モジュ
ールの割り当てを、クロスフェーダの左または右入力に切り換える。デフォルトでは、左
のデッキ・モジュールがクロスフェーダの左入力に適用され、右のデッキ・モジュールが
クロスフェーダの右入力に適用される。デッキ・モジュールが１つよりも多い場合、１つ
のデッキ・モジュールは、オフか、あるいはクロスフェーダの左チャネルまたはクロスフ
ェーダの右チャネルのいずれかに適用することができる。ユーザが２つのデッキ・モジュ
ールをクロスフェーダの同じ入力に適用しようとした場合、最後に選択されたデッキがク
ロスフェーダに適用され、他のデッキ・モジュールはオフに設定される。
【００４９】
　これより図８を参照すると、スナップショット・モジュールは、現在の設定の「スナッ
プショット」を、エフェクト・ラック・モジュール、デッキ・モジュール、およびミキサ
内に保存すること、これらを修正すること、またはそれ以外の方法でこれらにアクセスす
ることを、ユーザに可能にする。スナップショット・モジュールは、ユーザ・インターフ
ェースにおいて、音楽データベース・モジュールと同じ空間を占める。ユーザは、既定の
入力を用いて、２つのビュー間で切り換えることができる。スナップショットは、コンピ
ュータのキーボードまたは外部のＭＩＤＩ制御器を通じてトリガすることができる。これ
らのスナップショットは、エフェクトの設定を変更し、ミキシングおよび再生を素早く行
うことを可能にする。これらの一部は、通常では行うのが困難である。
【００５０】
　スナップショットには、種々のエフェクト・パラメータを保存することができ、例えば
、ＥＱキル、ＥＱノブ、ＦＸノブ、ＦＸプラグイン、キー調節、クロスフェーダ、および
ミキサ・ボリュームがあるが、これらに限定されるのではない。しかしながら、スナップ
ショットは、プログラムにおけるあらゆる設定を無効にすることが常に望ましい。ＤＪは
、プログラムのカップル・エレメント(couple element)を変更したいだけの場合がある。
したがって、スナップショット・モジュールは、各スナップショットを行として表し、列
は各設定を表す。その結果得られた各ボックスは、ユーザが活性化または不活性化するこ
とができるチェック・ボックスを有する。これらのチェック・ボックスは、スナップショ
ットがトリガされたときに、スナップショットのどのエレメントを用いるかを示す。した
がって、Ｘ－フェーダ列のみをチェックした場合、例えば、スナップショットがトリガさ
れたときに、クロスフェーダの設定のみが変化する。他の全てのエレメントには触れない
ままである。
【００５１】
　更に、一度に１つよりも多いスナップショットを活性化することができる。このように
する場合、最後にトリガされたスナップショットは、他のスナップショットがアクティブ
であっても、これらに対して優先される。例えば、最初にトリガされたスナップショット
がＥＱキルおよびキー双方にチェックされているとする。２番目のスナップショットでは
、キーのみにチェックされているとする。この場合、ユーザが最初のスナップショットを
トリガし、次いで２番目のスナップショットをトリガした場合、最初のスナップショット
からのＥＱキル設定、および２番目のスナップショットからのキー設定が用いられる。ユ
ーザは、望むだけのスナップショットを同時にトリガすることができるが、最後にチェッ
クした設定のみが用いられる。
【００５２】
　ユーザ・インターフェースにおけるこの優先規則を簡単に強調するために、アクティブ
なスナップショットのチェック・マークを、明るい緑のような、異なる色に替える。別の
スナップショットがトリガされ、このスナップショットの内容を無効にするエレメントを
有する場合、無効にされたチェック・ボックスは、赤のような、別の色に変わる。したが
って、多数のスナップショットがアクティブな場合、ユーザは、どのスナップショット・
エレメントが使用中であり、どれが無効にされているか見分けることができる。
【００５３】
　図８におけるスナップショット・リストの例では、このリストは、保存されているスナ
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ップショットを表示している。リストにおける各項目８０２を列に分解する。スナップシ
ョット列８０４は、ユーザが定義した、当該スナップショットの名称を含む。割り当て列
８０５は、スナップショットに現在リンクされているキーまたはＭＩＤＩ割り当てを示す
。キーもユーザが定義することができる。スナップショットは、ラッチ列８０７がチェッ
クされている場合は除いて、割り当てられたキーが保持されているときはいつでもアクテ
ィブであり、キーを解放すると不活性となる。ラッチ列がチェックされている場合、割り
当てられたキーが２回押下されるまで、スナップショットはアクティブである。
【００５４】
　デッキ列８０６は、スナップショットが作用するデッキ、およびそれに関連する構成要
素を示す。キー列８０８は、デッキに対するキー調節設定が、スナップショット内部の設
定によって無効にされるか否かを示す。ＦＸ列８１０は、ＦＸモジュールにおけるノブお
よびボタンが、スナップショットがアクティブになったときにこれによって無効にされる
か否かを示す。ＥＱキル列８１２は、スナップショットがアクティブのときに、スナップ
ショットのＥＱキル状態が現行のＥＱキル状態を無効にするか否かを示す。ＥＱノブ列８
１４は、スナップショットに格納されているＥＱノブの状態が現行の設定を無効にするか
否かを示す。Ｘフェーダ列８１６は、クロスフェーダ・モジュールの設定（クロスフェー
ダの位置、クロスフェーダの曲線、および変換ボタン）が、スナップショットに格納され
ている設定によって無効にされるか否かを示す。最後に、ボリューム列８１８は、ミキサ
・モジュール内部のデッキのレベルが、スナップショットに保存されている設定によって
無効にされるか否かを示す。他の制御ボタン８２０は、ユーザに新たなスナップショット
を作成させ、既存のスナップショットを複製させ、あるいはスナップショットを削除させ
る。
【００５５】
　エフェクト・モジュールは、数個の既定のエフェクトを含んでいてもよく、ユーザはそ
れらを選択し、エフェクト・ラック・モジュール内のスロットに入力する。このようなエ
フェクトは、限定ではないが、遅延、残響、フランジャ(flanger)、フェーザ(phaser)、
デュアル・フィルタ、歪み、およびストロボを含むことができる。３つの特定的なエフェ
クト例、逆転、反復、制動、シャッフル、およびドラマー(drummer)について、これより
更に詳細に説明する。
【００５６】
　逆転は、ビニール・レコードやＣＤでは慣行的な再ミキシング技法であり、ソングの再
生を逆転させることである。これは、ソングの新しい部分を導入するために用いられる場
合が多い。望ましいのは、ソングのコーラスの前にある時間、例えば、１小節だけ再生を
逆転させ、次いでコーラスを再生することである。しかしながら、ビニール・レコードま
たはＣＤでは、単純に再生方向を逆転させ、次いで順方向の再生に戻しても、所望の結果
が得られない。その理由は、逆転再生の後、単純に再生方向を変更すると、順方向再生が
再開されるときに、ソングが間違った位置に入るからである。例えば、コーラスの１小節
前に逆転に入った場合、次いで逆転を解除すると、このときソングはコーラスよりも２小
節前に来てしまい、望ましくない。
【００５７】
　この望ましくない挙動は、デッキ・モジュールによる順方向移送を維持しつつ、ソング
を逆方向に再生することにより防止することができる。即ち、ユーザが逆転エフェクトに
入ると、関連するファイルは逆に再生される。しかしながら、デッキ・モジュールおよび
波形ディスプレイは、再生が順方向であるかのように振る舞う。ユーザが逆転エフェクト
を解除すると、再生は、順方向で現在の再生位置において、デッキ・モジュールから再開
する。つまり、逆転動作中におけるデッキ・モジュール、現在の再生位置、および波形モ
ジュールの挙動は、スクラッチング・ファイルの再生中における挙動と同様である。この
ため、先の例を用いると、ユーザがコーラスの１小節前に逆転エフェクトに入ると、１小
節の間ファイルは逆に再生され、その間デッキ・モジュールは同じ時間量だけ順方向にカ
ウントする。次いで、１小節後に逆転を解除すると、再生位置は、このときには、コーラ
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スの２小節前ではなく、コーラスのダウンビートとなる。
【００５８】
　逆転エフェクトがアクティブのときは、デッキ・モジュールは依然としてスクラッチ操
作に応答する。しかしながら、オーディオが逆転するので、スクラッチは逆方向となる。
即ち、順方向のスクラッチでは、オーディオが逆方向に移動し、一方逆方向のスクラッチ
では、オーディオを順方向に移動させる。逆転エフェクトは、挿入エフェクトとして実施
する。エフェクト・ラック・モジュールのその他の制御は、エフェクトをオンおよびオフ
に切り換えるパラメータ・ボタン以外には、逆転の間何の機能も有さない。
【００５９】
　制動は、別の再混合技法であり、順方向再生の速度を落として行き、ある時間期間の後
完全に停止させる。制動エフェクトのパラメータは、再生速度を低下させていく期間であ
る。制動エフェクトをオフにすると、デッキ・モジュールは、継続して再生していたかの
ように、再生を再開する。このように、制動エフェクト中におけるデッキ・モジュール、
現再生位置、および波形モジュールの挙動は、スクラッチング・ファイルの再生中におけ
る挙動と同様である。制動エフェクトは、挿入エフェクトとして実施する。エフェクト・
ラック・モジュールにおけるイネーブル・ボタンおよび混合ノブは、機能を有さない。パ
ラメータ・ノブは、制動を行う速度を設定する。このノブを最大限反時計方向に回転させ
ると、制動速度は素早くなり、ソングが完全な停止に達するまでにかかる時間量は短くな
る。ノブを時計回り方向に回転させると、制動時間は増大する。パラメータ・ボタンは、
制動エフェクトを活性化および不活性化するために用いられる。
【００６０】
　反復は、別の再混合技法であり、デッキ・モジュールにおいて再生が進行しつつも、オ
ーディオの小さな区間を繰り返すことから成る。したがって、このエフェクトは、オーデ
ィオの区間をサンプリングしそれを反復するのではなく、デッキ・モジュールが通常通り
音楽時間をカウントし続けつつ実際にファイル内の再生位置を制御することによって作用
する。これによって、ファイルの一部のみを反復しつつ、音楽時間が進むことが可能とな
る。このように、反復動作中におけるデッキ・モジュール、現再生位置、および波形モジ
ュールの挙動は、スクラッチング・ファイルの再生中における挙動と同様である。反復エ
フェクトは、挿入エフェクトとして実施する。イネーブル・ボタンは、このエフェクトを
活性化および不活性化するために用いられる。混合ノブは、元の（ドライ）信号と反復（
ウェット）信号との間の混合を設定するために用いられる。パラメータ・ノブは、反復す
るオーディオ・スライスのサイズを設定する。例えば、このノブを最大限反時計回り方向
に回転した場合、スライス・サイズを２小節のサイズにするとよい。ノブを最大限時計回
り方向に回転した場合、スライス・サイズを１／２５６音符とするとよい。ノブを最少か
ら最大に回転すると、スライス・サイズが変化し、ユーザがエフェクトをオフにして再度
瞬時にオンに切り換えたかのように、反復エフェクトを「再シード」(re-seed)する。こ
のボタンを押下すると、デッキ上で反復のために、ソングの現区間が取り込まれる。
【００６１】
　ドラマーは、デッキ・モジュールにおいて再生が正常に進行している間に、ファイルに
おける再生位置を変更することによって作用する別のエフェクトである。このエフェクト
は、徐々に（１６分音符または８分音符の刻み幅等）現再生位置をずらしていくことによ
って作用し、ＤＪは元のソングから新しいリズムを作成することが可能となる。音楽の１
旋律(measure)を１６ステップに分解することを考えると、ＤＪは１、４、３、３、１５
、１６、７、８、７、８、４、１１、１３、１、１２、９という再生パターンとなる一連
のステップで再生することができる。デッキは、このエフェクトを使用している間、通常
通りに順方向に再生し続けるので、このエフェクトを不能にすると、音楽はその適正な位
置まで前方に飛び移り、再生を継続する。
【００６２】
　シャッフル・エフェクトは、旋律を小さなステップに分解することにより、音楽の旋律
の再生順序を並び替えるという点において、前述のドラマー・エフェクトと同様である。
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ドラマー・エフェクトとは対照的に、シャッフル・エフェクトは、予め設定されているオ
フセット・パターンを音楽に強制するのであり、ドラマー・エフェクトのようにリアル・
タイムで再生するのではない。シャッフル・エフェクトは、予め設定されている多数のパ
ターンを内蔵し、ユーザがこれらを選択し返照して活性化するようにするとよい。パター
ンは、関連するデッキのテンポまたはグローバル・テンポと同期を取ったテンポで再生す
る。
【００６３】
　ビニール・レコードを用いてコントローラを実施するときに用いるために設けることが
できる別の特徴に、スキップ保護がある。スキップ保護は、針がレコード上で跳んだ場合
に、オーディオ・ギャップ(audio gap)および／またはグリッチ(glitch)が発生するのを
防止する。システムは継続的にレコードの速度を監視する。速度が瞬時に０まで低下した
場合、システムは、針がレコードから外れたと推論する。システムは、０．５秒というよ
うな一定時間期間、最後に用いた再生速度でオーディオを再生し続ける。その時間期間内
に針がレコードと接触すれば（監視する再生速度によって判定する）、ビニール・レコー
ドの再生制御を継続する。このようにして、オーディオ・ギャップまたはグリッチを最小
限に抑える。
【００６４】
　ここに記載するシステムの種々の構成要素は、汎用コンピュータを用いて、コンピュー
タ・プログラムとして実現することができる。このようなコンピュータ・システムは、通
例、ユーザに情報を表示する出力デバイスと、ユーザからの入力を受ける入力デバイスの
双方に接続された主ユニットを含む。主ユニットは、一般に、相互接続機構を通じてメモ
リ・システムに接続されているプロセッサを含む。入力デバイスおよび出力デバイスも、
相互接続機構を通じて、プロセッサおよびメモリ・システムに接続されている。
【００６５】
　１つ以上の出力デバイスをコンピュータ・システムに接続することもできる。出力デバ
イスの例には、陰極線管ディスプレイ（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、および
その他のビデオ出力デバイス、プリンタ、モデムのような通信デバイス、ならびにディス
クまたはテープのような記憶装置が含まれるが、これらに限定する訳ではない。１つ以上
の入力デバイスをコンピュータ・システムに接続することもできる。入力デバイスの例に
は、キーボード、キーパッド、トラック・ボール、マウス、ペンおよびタブレット、通信
デバイス、ならびにデータ入力デバイスが含まれるが、これらに限定する訳ではない。Ｄ
Ｊの用途では、入力デバイスは、ＭＩＤＩコントローラ、ビニール・レコードまたはＣＤ
を用いたスクラッチング・コントローラ、および通例オーディオ・コンソールにおいて見
られるその他の入力デバイスを含むことができる。本発明は、コンピュータ・システムと
組み合わせて用いられる特定の入力または出力デバイスにも、ここに記載したものにも限
定されることはない。
【００６６】
　コンピュータ・システムは、コンピュータ・プログラミング言語を用いてプログラム可
能な、汎用コンピュータ・システムとすることができる。また、コンピュータ・システム
は、特別にプログラムされた、特殊目的ハードウェアとすることもできる。汎用コンピュ
ータ・システムでは、プロセッサは、通例、市販のプロセッサである。また、汎用コンピ
ュータは、通例、オペレーティング・システムを含み、オペレーティング・システムが、
他のコンピュータ・プログラムの実行を制御し、スケジューリング、デバッグ、入力／出
力制御、アカウンティング、コンパイル、ストレージの割り当て、データ管理、およびメ
モリ管理、ならびに通信制御および関係するサービスを行う。
【００６７】
　メモリ・システムは、通例、コンピュータ読み取り可能媒体を含む。この媒体は、揮発
性または不揮発性、書き込み可能または書き込み不可能、および／または書き換え可能ま
たは書き換え不可能な場合がある。メモリ・システムは、通例、二進形式でデータを格納
する。このようなデータは、マイクロプロセッサが実行するアプリケーション・プログラ
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ム、またはディスク上に格納されアプリケーション・プログラムが処理する情報を定義す
ることができる。本発明は、特定のメモリ・システムに限定されることはない。
【００６８】
　ここに記載するようなシステムは、ソフトウェアまたはハードウェアまたはファームウ
ェア、あるいはこれら３つの組み合わせで実施することができる。システムの種々のエレ
メントは、個別であれ組み合わせであれ、コンピュータによる実行のためにコンピュータ
読み取り可能媒体上にコンピュータ・プログラム命令が格納されている、１つ以上のコン
ピュータ・プログラム生産物として実施することができる。プロセスの種々のステップは
、このようなコンピュータ・プログラム命令を実行するコンピュータによって、行うこと
ができる。コンピュータ・システムは、マルチプロセッサ・コンピュータ・システムでも
よく、あるいはコンピュータ・ネットワークを通じて接続されている多数のコンピュータ
を含むこともできる。図１に示した構成要素は、コンピュータ・プログラムの別個のモジ
ュールでもよく、または別個のコンピュータ上で動作可能な、別個のコンピュータ・プロ
グラムでもよい。これらの構成要素によって生成されるデータは、メモリ・システムに格
納するか、またはコンピュータ・システム間で送信することができる。
【００６９】
　以上実施形態の一例について説明したが、前述したことは単なる例示であり限定ではな
く、一例として提示したにすぎないことは、当業者には明白なはずである。多数の変更や
その他の実施形態も、当技術分野における通常技術の１つの範囲内にあり、本発明の範囲
内に該当することを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】図１は、音楽およびオーディオ再生システムの一例を示すデータ・フロー図であ
る。
【図２】図２は、音楽再生システム用のグラフィカル・ユーザ・インターフェースの一例
の図である。
【図３】図３は、図２におけるデッキ・モジュールの更に詳細な図である。
【図４】図４は、スクラッチング・ファイルを処理する実現例の一例を示すデータ・フロ
ー図である。
【図５】図５は、図２の波形表示を発生する実現例の一例を示すデータ・フロー図である
。
【図６】図６は、図２におけるエフェクト・ラック・モジュールの更に詳細な図である。
【図７】図７は、図２におけるミキサ・モジュールの更に詳細な図である。
【図８】図８は、スナップショット・モジュールの一例の図である。
【符号の説明】
【００７１】
１００　　音楽およびオーディオ再生システム
１０２　　ユーザ・インターフェース
１０８　　再生エンジン
１１２　　オーディオ・ファイル
１１８　　スナップショット・モジュール
２００　　デッキ・モジュール
２０２　　波形モジュール
２０４　　エフェクト・ラック・モジュール
２０６　　ミキサ・モジュール
２０８　　クロスフェーダ・モジュール
２１０　　サンプラ・モジュール
２１２　　音楽データベース・モジュール
２５０　　トリガ・ボタン
２５２　　記録ボタン



(17) JP 4283320 B2 2009.6.24

10

20

30

２５６　　ボリューム・ノブ
２５８　　速度ノブ
２６０　　サンプル名ウィンドウ
２６２　　ループ・ボタン
３０４　　ルーピング制御器
３０６　　スクラッチング・ボタン
３０８　　同期ボタン
３１０　　トランスポート・ボタン
３１４　　ナッジ・ボタン／オフセット・ボタン
３１６　　拍子／分ディスプレイおよび制御器
４００　　再生エンジン
４０２　　現オーディオ・ファイル
４０４　　スクラッチング・ファイル
４０８　　波形表示発生器
５００　　波形表示発生器
５０６　　窓選択部
６０２　　イネーブル・ボタン
６０３　　ルーティング・ボタン
６０４　　混合ノブ
６０８　　パラメータ・ノブ
６１０　　パラメータ・ノブ
６１２　　保存ボタン
６１４　　ロード・ボタン
６１６　　バイパス・ボタン
７０２　　利得ノブおよびボタン
７０４　　高、中間、および低ノブおよびボタン
７０６　　チャネル・ボリューム・フェーダ
７０７　　ライン入力セレクタ
７０８　　キュー・ボタン
７１０　　グラフィック・ボリューム・メータ
７１２　　クロスフェーダ割り当てボタン
８２０　　制御ボタン
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