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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの操作に従って複数のパラメータを編集するパラメータ編集装置であって、
　前記複数のパラメータのうち一部のパラメータを表示する第１の表示手段と、
　ユーザによる操作を検出する検出手段を備えた第２の表示手段と、
　前記検出手段が検出した操作に基づき、前記第１の表示手段に表示させた画面上で前記
一部のパラメータに対する第１の編集指示を受け付ける手段と、
　前記検出手段が検出した操作に基づき、前記第１の表示手段に表示させた画面上に表示
された前記一部のパラメータの選択により該選択された一部のパラメータと対応する編集
対象の選択指示を受け付ける手段と、
　該選択指示を受け付けた場合に、前記第２の表示手段に、前記選択された一部のパラメ
ータを含む、選択された編集対象に関する複数のパラメータの編集操作を受け付けるため
の画面を表示させ、前記検出手段が検出した操作に基づき、前記第２の表示手段に表示さ
せた画面上で該複数のパラメータのうちいずれかに対する第２の編集指示を受け付ける編
集指示受付手段と、
　前記第１または第２の編集指示がなされたパラメータの値を該編集指示に従って変更す
るパラメータ編集手段とを設けたことを特徴とするパラメータ編集装置。
【請求項２】
　請求項１記載のパラメータ編集装置であって、
　前記編集指示受付手段が前記第２の編集指示を受け付ける状態では、前記検出手段が検
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出した操作を、前記第１の表示手段に表示させた画面に対する操作であるとは取り扱わな
いようにしたことを特徴とするパラメータ編集装置。
【請求項３】
　信号処理に関する複数のパラメータの値を記憶する記憶手段と、
　該記憶手段に記憶しているパラメータの値に基づく信号処理を行う信号処理手段と、
　前記複数のパラメータのうち一部のパラメータに関する表示を行う主画面を表示する第
１の表示手段と、
　タッチパネルを備える第２の表示手段と、
　モードに応じた制御を行う制御手段とを設け、
　前記モードとして、
　前記タッチパネルにより検出した操作に応じて、前記主画面中のカーソルの位置を制御
すると共に、前記主画面に表示された前記一部のパラメータに対する第１の編集指示、ま
たは、当該一部のパラメータの選択による、当該選択された一部のパラメータと対応する
編集対象の選択指示を受け付け、該選択指示を受け付けた場合に第２のモードへ移行する
第１のモードと、
　前記第２の表示手段に、前記第１のモードで選択された一部のパラメータを含む、選択
された編集対象に関する複数のパラメータを表示する詳細編集画面を表示させると共に、
前記タッチパネルにより検出した操作に応じて、前記詳細編集画面に表示した複数のパラ
メータのうちいずれかに対する第２の編集指示を受け付ける第２のモードとを有し、
　前記第１または第２の編集指示がなされたパラメータの値を該編集指示に従って変更す
るパラメータ編集手段を設けたことを特徴とする信号処理装置。
【請求項４】
　請求項３記載の信号処理装置であって、
　前記第２のモードでは、前記タッチパネルにより検出した操作を、前記主画面に対する
操作であるとは取り扱わないようにしたことを特徴とする信号処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ユーザの操作に従ってパラメータの値を編集するパラメータ編集装置及び
、信号処理に使用するパラメータの値をユーザの操作に従って編集する機能を備えた信号
処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、デジタルミキサを始めとする信号処理装置において、ユーザの操作に従って
信号処理に使用するパラメータの値を編集できるようにすることが行われている。
　例えば、非特許文献１には、主表示器にパラメータの設定を受け付けるためのＧＵＩ（
グラフィカル・ユーザ・インタフェース）画面を表示させ、編集操作の受け付けをこの画
面を用いて行うデジタルミキサが記載されている。また、このデジタルミキサにおいては
、主表示器にタッチパネルを設け、ユーザが画面に直接タッチしてＧＵＩを操作できるよ
うにすることも行われている。
【非特許文献１】「ＤＩＧＩＴＡＬ　ＭＩＸＩＮＧ　ＣＯＮＳＯＬＥ　Ｍ７ＣＬ　取扱説
明書」、ヤマハ株式会社、２００５年、ｐ．１５－２９，６１－６５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、非特許文献１に記載のデジタルミキサでは、主表示器に表示させる主画面上
で特定のパラメータに対応するボタンやフィールドを押すことで、そのパラメータの詳細
や一覧を表示するポップアップウィンドウを表示させ、そのウィンドウ中で、パラメータ
に関する詳細な編集操作を行うことができるようにしている。主画面だけでは、パラメー
タに関する詳細な編集操作を受け付けるためのＧＵＩを表示しきれないし、表示させたと
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しても、表示が細かくなり、視認性や操作性が低下するためである。
【０００４】
　しかし、主表示器にポップアップウィンドウを表示させると、その表示を行っている間
は、下の主画面が見えなくなってしまうという問題があった。
　なお、上記のような問題を解決するために、単に主画面とポップアップ画面とを別の位
置に表示させるとすると、主画面で編集するパラメータを選択した後、ポップアップ画面
で編集指示を行う際、別々の場所を操作する必要が生じ、操作性が悪くなってしまうとい
う問題が生じることも考えられる。これは、タッチパネルを利用する場合でも、マウス等
によりカーソルを移動させる場合でも、同様である。
　また、このような問題は、信号処理装置以外の装置においてパラメータの値を設定する
場合でも、同様に生じるものである。
　この発明は、このような問題を解決し、ユーザが主画面を参照しながらパラメータの値
の詳細な編集操作を操作性よく行え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】
【０００５】
　上記の目的を達成するため、この発明のパラメータ編集装置は、ユーザの操作に従って
複数のパラメータを編集するパラメータ編集装置において、上記複数のパラメータのうち
一部のパラメータを表示する第１の表示手段と、ユーザによる操作を検出する検出手段を
備えた第２の表示手段と、上記検出手段が検出した操作に基づき、上記第１の表示手段に
表示させた画面上で上記一部のパラメータに対する第１の編集指示を受け付ける手段と、
上記検出手段が検出した操作に基づき、上記第１の表示手段に表示させた画面上に表示さ
れた上記一部のパラメータの選択によりその選択された一部のパラメータと対応する編集
対象の選択指示を受け付ける手段と、その選択指示を受け付けた場合に、上記第２の表示
手段に、上記選択された一部のパラメータを含む、選択された編集対象に関する複数のパ
ラメータの編集操作を受け付けるための画面を表示させ、上記検出手段が検出した操作に
基づき、上記第２の表示手段に表示させた画面上でその複数のパラメータのうちいずれか
に対する第２の編集指示を受け付ける編集指示受付手段と、上記第１または第２の編集指
示がなされたパラメータの値をその編集指示に従って変更するパラメータ編集手段とを設
けたものである。
　このようなパラメータ編集装置において、上記編集指示受付手段が上記第２の編集指示
を受け付ける状態では、上記検出手段が検出した操作を、上記第１の表示手段に表示させ
た画面に対する操作であるとは取り扱わないようにするとよい。
【０００６】
　また、この発明の信号処理装置は、信号処理に関する複数のパラメータの値を記憶する
記憶手段と、その記憶手段に記憶しているパラメータの値に基づく信号処理を行う信号処
理手段と、上記複数のパラメータのうち一部のパラメータに関する表示を行う主画面を表
示する第１の表示手段と、タッチパネルを備える第２の表示手段と、モードに応じた制御
を行う制御手段とを設け、上記モードとして、上記タッチパネルにより検出した操作に応
じて、上記主画面中のカーソルの位置を制御すると共に、上記主画面に表示された上記一
部のパラメータに対する第１の編集指示、または、その選択された一部のパラメータの選
択によるその一部のパラメータと対応する編集対象の選択指示を受け付け、その選択指示
を受け付けた場合に第２のモードへ移行する第１のモードと、上記第２の表示手段に、上
記第１のモードで選択された一部のパラメータを含む、選択された編集対象に関する複数
のパラメータを表示する詳細編集画面を表示させると共に、上記タッチパネルにより検出
した操作に応じて、上記詳細編集画面に表示した複数のパラメータのうちいずれかに対す
る第２の編集指示を受け付ける第２のモードとを設け、上記第１または第２の編集指示が
なされたパラメータの値をその編集指示に従って変更するパラメータ編集手段を設けたも
のである。
　このような信号処理装置において、上記第２のモードでは、上記タッチパネルにより検
出した操作を、上記主画面に対する操作であるとは取り扱わないようにするとよい。
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【発明の効果】
【０００７】
　以上のようなこの発明のパラメータ編集装置又は信号処理装置によれば、ユーザが主画
面を参照しながらパラメータの値の詳細な編集操作を操作性よく行えるようにすることが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、この発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて具体的に説明する。
　まず、図１に、この発明の信号処理装置の実施形態であるデジタルミキサの構成を示す
。このデジタルミキサは、パラメータ編集機能を備えたパラメータ編集装置でもある。
　図１に示すとおり、このデジタルミキサ１０は、ＣＰＵ１１，フラッシュメモリ１２，
ＲＡＭ１３，操作パネル１４，波形Ｉ／Ｏ１５，信号処理部（ＤＳＰ）１６，外部機器Ｉ
／Ｏ１７を備え、これらがシステムバス１８によって接続されている。そして、複数の入
力チャンネル（ｃｈ）から入力する音響信号に対して種々の信号処理を施して複数の出力
ｃｈから出力する機能を有する。
【０００９】
　そして、ＣＰＵ１１は、このデジタルミキサ１０の動作を統括制御する制御手段であり
、フラッシュメモリ１２に記憶された所要のプログラムを実行することにより、波形Ｉ／
Ｏ１５及び外部機器Ｉ／Ｏ１７におけるデータ送受信の制御、操作パネル１４における表
示の制御及び操作の検出、その操作に従ったパラメータの値の変更や各部の動作制御、Ｄ
ＳＰ１６における信号処理の制御等の処理を行う。
【００１０】
　フラッシュメモリ１２は、ＣＰＵ１１が実行するプログラム等を記憶する書き換え可能
な不揮発性記憶手段である。
　ＲＡＭ１３は、一時的に記憶すべきデータを記憶したり、ＣＰＵ１１のワークメモリと
して使用したりする記憶手段である。
　操作パネル１４は、詳細については後述するが、表示パネル、タッチスクリーン、キー
ボード、エンコーダ等を備え、ＧＵＩの表示やユーザによるパラメータの値の編集操作の
受け付け等を行う。
【００１１】
　波形Ｉ／Ｏ１５は、ＤＳＰ１６で処理すべき音響信号の入力を受け付け、また処理後の
音響信号を出力するためのインタフェースである。そして、この波形Ｉ／Ｏ１５には、１
枚で４つのポートからアナログ入力が可能なＡ／Ｄ変換ボード，１枚で４つのポートから
アナログ出力が可能なＤ／Ａ変換ボード，１枚で８つのポートからデジタル入出力が可能
なデジタル入出力ボードを適宜組み合わせて複数枚装着可能であり、実際にはこれらのボ
ードを介して信号の入出力を行う。また、波形Ｉ／Ｏ１５には、インサーションエフェク
ト用の外部エフェクタも接続することができる。
【００１２】
　ＤＳＰ１６は、信号処理回路を含み、波形Ｉ／Ｏ１５から入力する音響信号に対し、カ
レントメモリに設定されている各種パラメータの値に従って、ミキシング、イコライジン
グ等の各種信号処理を施して波形Ｉ／Ｏ１５に出力する信号処理部である。このカレント
メモリの記憶領域は、ＲＡＭ１３あるいはＤＳＰ１６自身に備えるメモリに設けることが
できる。また、カレントメモリの内容をシーンとしてフラッシュメモリ１２に記憶させて
デジタルミキサ１０の電源を切った後でも保存しておけるようにし、後でこれを読み出し
て信号処理に利用できるようにすることもできる。
【００１３】
　なお、このＤＳＰ１６は、入力ｃｈを２４ｃｈ有し、波形Ｉ／Ｏ１５の入力ポートとＤ
ＳＰ１６の入力ｃｈとを入力パッチにより対応付けて、波形Ｉ／Ｏ１５に入力する信号を
その対応付けた各入力ｃｈに入力することができる。
　また、ＤＳＰ１６は、１２系統の混合（ＭＩＸ）バスを有し、入力ｃｈに入力した信号
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を、パラメータの設定内容に従って各バスに送出すると共に、同じバスに入力された信号
同士をミキシングすることができる。
　そして、これらのバスの出力は、対応する出力ｃｈから出力されるが、出力経路につい
ても、入力時の場合と同様に、出力パッチによりＤＳＰ１６の出力ポートと波形Ｉ／Ｏ１
５の出力ｃｈとを対応付けるようにしている。
【００１４】
　外部機器Ｉ／Ｏ１７は、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）等の外部機器と通信を行うた
めのインタフェースであり、例えばＵＳＢ（Universal Serial Bus）方式のインタフェー
スとしたり、イーサネット（登録商標）による通信を行うためのインタフェースとするこ
とができる。また、外部のディスプレイやマウス等を接続するためのインタフェースを用
意することも考えられる。
【００１５】
　次に、図２に、図１に示したＤＳＰ１６の構成をより詳細に示す。
　この図に示すように、ＤＳＰ１６は、入力パッチ４３，入力ｃｈ５０，ＳＴバス７１，
ＭＩＸバス７２，ＳＴ出力ｃｈ８１，ＭＩＸ出力ｃｈ８２，出力パッチ４４，ダイレクト
アウトライン４５を有する。
　そして、ＤＳＰ１６においては、波形Ｉ／Ｏ１５に設けたアナログ入力ポート４１及び
デジタル入力ポート４２から入力する音響信号を、入力パッチ４３により２４ｃｈある入
力ｃｈ５０のいずれかにパッチし（割り当て）、この入力ｃｈにおいてアッテネータ，イ
コライザ等により信号処理を行った後、ＳＴバス７１及び１２系統のＭＩＸバス７２のそ
れぞれに対して処理後の信号を送出する。この送出をオフにすることも可能である。
【００１６】
　また、一対のＳＴバス７１及び各ＭＩＸバス７２では、各入力ｃｈ５０から入力する信
号を混合し、その各系統に対応して設けられる一対のＳＴ出力ｃｈ８１及び１２ｃｈのＭ
ＩＸ出力ｃｈ８２に混合後の信号を出力する。そして、各出力ｃｈ８１，８２では、ＳＴ
バス７１あるいはＭＩＸバス７２から入力する信号に対してイコライザ、コンプレッサ等
により信号処理を行い、その処理後の信号を、出力パッチ４４により波形Ｉ／Ｏ１５に設
けたアナログ出力ポート４６及びデジタル出力ポート４７にパッチし、パッチ先の出力ポ
ートから出力する。
【００１７】
　また、入力ｃｈ５０のうちユーザが選択した位置の信号を直接出力パッチ４４に入力し
て出力ポート４６，４７にパッチするダイレクトアウトを行うための、ダイレクトアウト
ライン４５も設けている。
　なお、ＤＳＰ１６に設けるこれらの各部による信号処理の内容は、所定のパラメータの
値を設定することにより制御可能であり、また、各部の機能は、ソフトウェアによって実
現してもハードウェアによって実現してもよい。
【００１８】
　次に、図３に、図２に示した入力ｃｈ５０の構成をより詳細に示す。
　この図に示す通り、各入力ｃｈ５０には、アッテネータ５１，ハイパスフィルタ５２，
イコライザ５３，ノイズゲート５４，コンプレッサ５５，ボリューム５６，オンスイッチ
５７を設けている。また、その先の、ＳＴバス７１に信号を送出する経路には、ＴＯＳＴ
（トゥーステレオ）スイッチ５８，パン５９を設けている。さらに、各ＭＩＸバス７２に
信号を送出する経路には、それぞれＰＲＥ／ＰＯＳＴ（プリ／ポスト）スイッチ６１，セ
ンドレベルフェーダ６２，センドオンスイッチ６３を設けている。
【００１９】
　そして、これらのうち、アッテネータ５１は、信号を減衰させる機能を有する。ハイパ
スフィルタ５２は、所定周波数以上の信号成分を透過させ、それ以外の信号成分を減衰さ
せる機能を有する。イコライザ５３は、信号の周波数特性を調整する機能を有する。ノイ
ズゲート５４は、所定レベル以下の信号を減衰させてノイズを低減する機能を有する。コ
ンプレッサ５５は、所定レベル以上の信号を減衰させてダイナミックレンジを狭める機能
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を有する。ボリューム５６は、信号のレベルを調整する機能を有する。オンスイッチ５７
は、出力のオン／オフを切り替える機能を有する。
【００２０】
　ここで、ボリューム５６については、入力ｃｈ５０と対応して設けられるフェーダによ
って定められるゲインの他、入力ｃｈがＤＣＡグループに属する場合には、そのＤＣＡグ
ループと対応するフェーダによって定められるゲインも考慮して、最終的なゲインを定め
るようにしている。
　また、ＴＯＳＴスイッチ５８は、ＳＴバス７１への信号出力のオン／オフを切り替える
機能を有する。パン５９は、Ｌ（左）とＲ（右）の各ＳＴバス７１への出力の分配を調整
してステレオ信号の音像定位位置を制御する機能を有する。
　ＰＲＥ／ＰＯＳＴスイッチ６１は、対応するＭＩＸバス７２に送出する信号の取得位置
を選択するためのスイッチである。センドレベルフェーダ６２は、ＭＩＸバス７２に送出
する信号のレベルを調整する機能を有する。センドオンスイッチ６３は、ＭＩＸバス７２
への信号送出のオン／オフを切り替える機能を有する。
【００２１】
　そして、このような入力ｃｈ５０に入力した信号は、アッテネータ５１からパン５９ま
での信号処理を順次受けた後、ＳＴバス７１に入力される。また、ＰＲＥ／ＰＯＳＴスイ
ッチ６１がＰＲＥ側であれば、コンプレッサ５５による処理後の信号が、ＰＯＳＴ側であ
ればオンスイッチ５７による処理後の信号が、各ＭＩＸバス７２への送出経路に入力され
る。そして、ここでセンドレベルフェーダ６２とセンドオンスイッチ６３による信号処理
を受けた後、対応するＭＩＸバス７２に入力される。
【００２２】
　また、入力ｃｈ５０には、PreHPF，PreEQ，PreFader，PostONの４つの位置に、ダイレ
クトアウトライン４５への信号送出経路を設け、これらのいずれかの位置の信号を、ダイ
レクトアウトライン４５により出力パッチ４４に入力できるようにしている。さらに、Pr
eEQ，PostEQ，PostFaderの３つの位置に、インサーションエフェクト用の信号入出力経路
を設け、これらのいずれかの位置の信号を外部エフェクタに入力し、外部エフェクトによ
る処理後の信号を元の位置に戻すことができるようにしている。
　なお、図３には、１つの入力ｃｈ５０の構成のみを示したが、他の２３の入力ｃｈも同
様な構成を有し、ＳＴバス７１及び各ＭＩＸバス７２では、それら２４の入力ｃｈから入
力する信号を混合することができる。
【００２３】
　次に、図４に、デジタルミキサ１０に備える操作パネル１４の概略構成を示す。
　この図に示すように、操作パネル１４は、表示パネル１０１，エンコーダ１０２，キー
ボード１０３，タッチスクリーン１０４，クリックボタン１０５を備えている。
　そして、表示パネル１０１は、ＧＵＩ等の表示画面を表示する第１の表示手段であり、
液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）等により構成することができる。
　エンコーダ１０２は、ロータリーエンコーダであり、表示パネル１０１に表示している
ＧＵＩ上に表示されたパラメータの値の増減の指示を受け付けるための操作子である。
　キーボード１０３は、文字や数字の入力を受け付けるための操作子である。
【００２４】
　タッチスクリーン１０４は、ＧＵＩ等の表示画面を表示する第２の表示手段であり、ユ
ーザのタッチ（画面に触れる）操作、タップ（画面を軽く叩く）操作、スライド（画面上
を指でなぞる）操作等を検出する検出手段も備えている。具体的には、ＬＣＤに検出手段
であるタッチパネルを積層して構成することができる。
　クリックボタン１０５は、表示パネル１０１に表示しているＧＵＩ上でのクリック操作
を受け付けるための操作子である。
　タッチスクリーン１０４とクリックボタン１０５を合わせて、マウスと同様なポインテ
ィングデバイスとして使用することができる。
【００２５】
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　そして、デジタルミキサ１０においては、ＣＰＵ１１に適当なプログラムを実行させる
ことにより、操作パネル１４上の表示器及び操作子を用いて、ユーザが公知のＰＣの場合
と同様にウィンドウシステムを備えたＯＳ（オペレーティングシステム）の操作を行うこ
とができるようにしている。そして、ＣＰＵ１１にそのＯＳ上でパラメータ編集プログラ
ムを実行させることにより、表示パネル１０１及びタッチスクリーン１０４にＧＵＩを表
示させ、エンコーダ１０２も利用してユーザがパラメータ変更操作を行うことができるよ
うにしている。
【００２６】
　この変更操作は、第１のモードであるノーマルモードと、第２のモードである詳細編集
モードのいずれかで受け付けるようにしている。
　このうちノーマルモードでは、タッチスクリーン１０４には特に画面を表示させない。
そして、タッチスクリーン１０４が検出したユーザの操作を、表示パネル１０１が表示し
ているＧＵＩに対する操作指示として受け付け、その指示内容に従って、表示パネル１０
１に表示したＧＵＩ上のカーソルを移動させたり、そのＧＵＩ上のパラメータの選択を行
ったりする。なお、カーソルの移動やパラメータの選択は、マウス等の外部のポインティ
ングデバイスを用いて行うこともできる。
【００２７】
　また、詳細設定モードでは、タッチスクリーン１０４には、表示パネル１０１に表示し
たＧＵＩ上で選択したパラメータに関する編集操作を受け付けるためのＧＵＩを表示させ
る。また、タッチスクリーン１０４が検出したユーザの操作を、タッチスクリーン１０４
が表示しているＧＵＩに対する操作指示として受け付け、その指示内容に従ってパラメー
タの値を変更する。ＧＵＩにパラメータの値を表示している部分があれば、値を変更する
際にその表示も更新する。
【００２８】
　次に、図５に、表示パネル１０１に表示させるＧＵＩの一例として、入力ｃｈ画面の表
示例を示す。
　この入力ｃｈ画面２００は、入力ｃｈ５０における信号処理に使用するパラメータとし
てカレントメモリに現在設定されている内容を表示し、またその編集に関する指示を受け
付けるためのＧＵＩである。そして、ＣＰＵ１１は、図示しない別の画面において入力ｃ
ｈ画面２００の表示が指示されると、入力ｃｈ画面２００を表示パネル１０１に表示させ
る。なお、入力ｃｈ５０は２４ｃｈあるが、１つの入力ｃｈ画面２００に表示させ、編集
指示を受け付けるのは、８ｃｈ分のパラメータであり、どの範囲のｃｈに関する表示を行
うかは、図示しない別の画面において選択できるようにしている。図５には、１～８番目
の入力ｃｈに関する表示を行っている例を示している。
【００２９】
　このような入力ｃｈ画面２００においては、各入力ｃｈと対応するｃｈスロット２１０
を設け、そのｃｈに関する内容を表示するようにしている。そして、各ｃｈスロット２１
０には、ｃｈ名ブロック２１１，２２９，ＨＡ（ヘッドアンプ）ゲインつまみ２１２，フ
ァンタム電源ボタン２１３，位相反転ボタン２１４，インサーションボタン２１５，ダイ
レクトアウトボタン２１６，サラウンドパン２１７，イコライザブロック２１８，ゲート
ブロック２１９，コンプレッサブロック２２０，センドレベルブロック２２１，ＳＴボタ
ン２２３，パンつまみ２２４，フェーダバー２２５，ＯＮボタン２２６，ＣＵＥボタン２
２７，ＳＥＬボタン２２８を設けている。
【００３０】
　このうち、ｃｈ名ブロック２１１，２２９は、ｃｈの番号，名称及び用途等を表示する
ブロックである。また、表示を見やすくするため、上下に同じブロックを設けており、一
方の内容を変更すれば他方の内容も連動して変更される。
　ＨＡゲインつまみ２１２は、対応するｃｈに割り当てられたヘッドアンプのゲインをつ
まみ上のマークの位置により表示する表示部である。
【００３１】
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　ファンタム電源ボタン２１３及び位相反転ボタン２１４は、それぞれ対応するｃｈに割
り当てられたヘッドアンプへのファンタム電源供給オン／オフ、およびヘッドアンプの正
相／逆相を表示する表示部である。また、インサーションボタン２１５及びダイレクトア
ウトボタン２１６は、それぞれインサーションエフェクト及びダイレクトアウトのオン／
オフを表示する表示部である。これらのボタンのシングルクリックにより、上記のオン／
オフ等の切り替えを行うこともできる。
【００３２】
　サラウンドパン２１７は、３－１ｃｈ，５．１ｃｈ，６．１ｃｈのいずれかのサラウン
ドモードを使用する場合に、対応するｃｈからの出力音の音像定位位置を表示する表示部
である。
　イコライザブロック２１８は、図３に示したイコライザ５３の周波数特性を、パラメー
タの現在値に基づいてグラフで表示する表示部である。
【００３３】
　ゲートブロック２１９は、ノイズゲート５４について設定されているパラメータの値と
、処理中の信号の内容とに基づき、信号の有無及びゲートの開閉状態を、３段階のインジ
ケータにより表示する表示部である。
　コンプレッサブロック２２０は、コンプレッサ５５について設定されているパラメータ
の値と、処理中の信号の内容とに基づき、入力信号レベル、コンプレッサ５５におけるゲ
インリダクション、及びスレッショルド値を表示する表示部である。
【００３４】
　センドレベルブロック２２１は、各センドレベルフェーダ６２について設定されている
レベルを、送出先のＭＩＸバス７２の番号と対応させて設けたバーグラフ２２２により表
示する表示部である。また、バーグラフ２２２の明暗や色あるいは模様の違い等により、
対応するセンドオンスイッチ６３のオン／オフの状態も表示するようにしてもよい。
　ＳＴボタン２２３は、ＴＯＳＴスイッチ５８のオン／オフを表示する表示部である。ボ
タンのシングルクリックにより、その切り替えを行うこともできる。
　パンつまみ２２４は、パン５９について設定されている音像定位位置を、つまみ上のマ
ークの位置により表示する表示部である。
【００３５】
　フェーダバー２２５は、ボリューム５６に設定されているレベル調整量の値を表示する
表示部である。
　ＯＮボタン２２６は、オンスイッチ５７のオン／オフを表示する表示部である。ＣＵＥ
ボタン２２７は、対応するｃｈのキュー出力有無を表示する表示部である。ＳＥＬボタン
２２８は、対応するｃｈの選択状態／非選択状態を表示する表示部である。また、これら
のボタンのシングルクリックにより、上記のオン／オフ等の切り替えを行うこともできる
。
【００３６】
　そして、ノーマルモードでは、ユーザは、タッチスクリーン１０４でスライド操作を行
うことにより、入力ｃｈ画面２００上でカーソル２３０を移動させることができる。また
、クリックボタン１０５を押下したり、タッチスクリーン１０４でタップ操作を行うこと
により、カーソル２３０が示す位置のボタン等をクリックすることができる。
　また、入力ｃｈ画面２００を表示パネル１０１に表示させる際には、図４に示した８つ
のエンコーダ１０２が、図５に仮想線で示すように、各ｃｈスロット２１０と対応する位
置に来るようにしている。そして、このエンコーダ１０２によって、対応するｃｈスロッ
ト２１０に表示されているパラメータの値の変更を指示することができる。
　表１に、ＣＰＵ１１が上記の種々の操作を検出した場合に実行する処理を示す。
【００３７】
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【表１】

【００３８】
　なお、群カーソルとは、図５に符号２３１で示すように、８つのｃｈスロット全てにつ
いて、対応する位置に表示するカーソルのことである。例えば、何れかのｃｈスロットに
おいて、センドレベルブロック２２１中の３番目のＭＩＸ出力バス７２と対応するバーグ
ラフ２２２をクリックした場合、全てのｃｈスロットにおいて、群カーソル２３１が３番
目のＭＩＸ出力バス７２と対応するバーグラフ２２２の位置に移動する。
【００３９】
　そして、表１からわかるように、入力ｃｈ画面２００においてバー又はつまみにより値
が表示されているパラメータについては、ユーザは、そのバー又はつまみをシングルクリ
ックして群カーソル２３１を移動させた後、エンコーダ１０２を操作することにより、そ
のパラメータの値を変更することができる。
　また、ボタンにより値が表示されているパラメータについては、そのボタンをシングル
クリックすることにより値を変更することができるし、名称についても、ｃｈ名ブロック
２１１，２２９をクリックしてキーボード１０３により内容を入力すれば、編集を行うこ
とができる。
【００４０】
　しかし、入力ｃｈ画面２００のスペースには限りがあり、全てのパラメータの値を表示
することはできない。そこで、入力ｃｈ画面２００に表示されていないパラメータの値を
編集したい場合、そのパラメータに関連する操作子やブロックをダブルクリックすること
により、タッチスクリーン１０４に、クリックされた操作子又はブロックと対応する詳細
編集画面を表示させ、その画面において、クリックされた操作子又はブロックに関連する
パラメータの編集を行うことができるようにしている。
　このダブルクリックの操作は、クリックされた操作子又はブロックに関連するパラメー
タを、編集するパラメータとして選択する操作に該当し、タッチスクリーン１０４に詳細
編集画面を表示させた場合、その画面を消去するまで、ＣＰＵ１１は、詳細編集モードの
制御を行う。
【００４１】
　次に、この詳細編集画面について、いくつかの表示例及びその画面において受け付ける
編集操作の例を示す。
　まず、図６に、インサーションエフェクトの詳細編集画面の表示例を示す。
　この詳細編集画面３１０は、インサーションボタン２１５がダブルクリックされた場合
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に表示する画面であり、インサーションエフェクトに関する設定を受け付けるための画面
である。そして、対象ｃｈ表示部３１１には、設定を受け付けるｃｈの番号（ここでは３
番目の入力ｃｈを示す「ＩＮ　３」）と、その名称（ここでは「ＡＤ　３」）とを表示し
ている。
【００４２】
　また、この画面では、挿入位置設定ボタン３１２により、インサーションエフェクト６
０を挿入する位置の設定を択一的に受け付ける。
　そして、オンオフ設定ボタン３１３により、インサーションエフェクトのオンオフの設
定をトグルで受け付ける。この設定は、入力ｃｈ画面２００のインサーションボタン２１
５のシングルクリックにより受け付ける設定と、同一項目のものである。
　さらに、挿入エフェクト選択部３１４では、プルダウンメニューにより、挿入するエフ
ェクトの種類の設定を受け付ける。また、終了ボタン３１５により、この詳細編集画面３
１０を閉じる指示を受け付ける。なお、終了ボタン３１５と同等な機能を有する操作子を
、別途ハードウェアキーとして設けてもよい。
【００４３】
　なお、ボタンの操作は、タッチスクリーン１０４においてボタンの位置がタップ操作さ
れた場合に、ボタンが押下されたとして受け付けるようにしている。プルダウンメニュー
の操作は、三角マークの位置がタップ操作された場合に選択肢を表示し、その後選択肢の
位置がタップ操作された場合に、その選択肢が選択されたとして受け付けるようにしてい
る。
【００４４】
　そして、ＣＰＵ１１は、これらの操作を検出した場合、その操作に従って、カレントメ
モリに記憶しているパラメータの値を変更する。この場合において、ＣＰＵ１１はパラメ
ータ編集手段として機能する。
　また、終了ボタン３１５の押下を受け付けた場合、詳細編集画面３１０を消去して、ノ
ーマルモードの制御に戻る。
【００４５】
　同じカテゴリ（ボタン、つまみ等）の操作子に関する操作の受け付け方や、ＣＰＵ１１
が検出した操作に従ってカレントメモリに記憶しているパラメータの値を変更する点、終
了ボタンの押下に応じてノーマルモードに戻る点は、以下に説明する各詳細編集画面でも
共通であるので、一度説明した部分の説明は、省略するか又は簡単にする。
【００４６】
　次に、図７に、ダイレクトアウトの詳細編集画面の表示例を示す。
　この詳細編集画面３２０は、ダイレクトアウトボタン２１６がダブルクリックされた場
合に表示する画面であり、ダイレクトアウトに関する設定を受け付けるための画面である
。そして、対象ｃｈ表示部３２１には、詳細編集画面３１０の場合と同様にｃｈの番号及
びその名称を表示している。
【００４７】
　また、この画面では、取出位置設定ボタン３２２により、ダイレクトアウトライン４５
に出力する信号を取り出す位置の設定を択一的に受け付ける。
　そして、オンオフ設定ボタン３２３により、ダイレクトアウト出力のオンオフの設定を
トグルで受け付ける。この設定は、入力ｃｈ画面２００のダイレクトアウトボタン２１６
のシングルクリックにより受け付ける設定と、同一項目のものである。
　さらに、出力先選択部３２４では、プルダウンメニューにより、ダイレクトアウト出力
をパッチする波形Ｉ／Ｏ１５のポートの設定を受け付ける。また、終了ボタン３２５によ
り、この詳細編集画面３１０を閉じる指示を受け付ける。
【００４８】
　次に、図８に、パラメトリックイコライザの詳細編集画面の表示例を示す。
　この詳細編集画面３３０は、イコライザブロック２１８がダブルクリックされた場合に
表示する画面であり、イコライザ５３に関する設定を受け付けるための画面である。そし
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て、対象ｃｈ表示部３３１には、詳細編集画面３１０の場合と同様にｃｈの番号及びその
名称を表示している。
【００４９】
　この画面では、まず、特性表示部３３２に表示する４つの操作点３３３により、イコラ
イザ５３が備える４つの各フィルタエレメントの特性の設定を受け付ける。特性曲線３３
４は、各フィルタエレメントにより全体として実現されるイコライザ５３の特性を示す曲
線である。また、パスボタン３３５により、選択されている操作点３３３と対応するフィ
ルタエレメントの特性をスルーにするか否かの設定をトグルで受け付け、Ｑ値設定つまみ
３３６により、選択されている操作点３３３と対応するフィルタエレメントのＱ値の設定
を受け付ける。
【００５０】
　そして、操作点３３３の操作は、タッチスクリーン１０４において操作点３３３の位置
がタップ操作された場合に、操作対象として選択する指示があり、ドラック操作された場
合に、それに従って移動する指示があったとして受け付けるようにしている。そして、操
作点３３３の位置により、フィルタの中心周波数（横軸）とゲインのピーク値（縦軸）の
指定を受け付けるようにしている。
【００５１】
　また、つまみの操作は、タッチスクリーン１０４において、つまみの位置から始まり、
その中心の周りを回転するドラッグ操作がなされた場合に、つまみの右回転又は左回転操
作がなされ、その回転量に応じた値の変更が指示されたとして受け付けるようにしている
。
　なお、詳細編集画面３３０においては、さらに、オンオフ設定ボタン３３７により、イ
コライザ５３全体の機能のオンオフの設定をトグルで受け付けると共に、終了ボタン３３
８により、この詳細編集画面３３０を閉じる指示を受け付ける。
【００５２】
　次に、図９に、サラウンドパンの詳細編集画面の表示例を示す。
　この詳細編集画面３４０は、図示しない操作子によりサラウンドモードが有効に設定さ
れている状態で、サラウンドパン２１７がダブルクリックされた場合に表示する画面であ
り、サラウンドパンに関する設定を受け付けるための画面である。そして、対象ｃｈ表示
部３４１には、詳細編集画面３１０の場合と同様にｃｈの番号及びその名称を表示してい
る。
【００５３】
　この画面では、音像定位位置設定部３４２により、音像定位位置の設定を受け付け、マ
ーカ３４３により、現在設定される位置を示す。そして、ここで設定された定位位置に応
じて、ミキシングバスでサラウンドミキシングが行われる。また、終了ボタン３４４によ
り、詳細編集画面３４０を閉じる指示を受け付ける。
　そして、この音像定位位置設定の操作は、タッチスクリーン１０４において、音像定位
位置設定部３４２の内部にタッチ操作があった場合、その位置に音像を定位させる指示が
なされたとして受け付けたり、マーカ３４３の位置にドラッグ操作があった場合に音像定
位位置を移動させる指示がなされたとして受け付けたりするようにしている。
【００５４】
　次に、図１０に、コンプレッサの詳細編集画面の表示例を示す。
　この詳細編集画面３５０は、コンプレッサブロック２１９がダブルクリックされた場合
に表示する画面であり、コンプレッサ５５に関する設定を受け付けるための画面である。
そして、対象ｃｈ表示部３５１には、詳細編集画面３１０の場合と同様にｃｈの番号及び
その名称を表示している。
　この画面では、まず、特性表示部３５２に表示するスレッショルド操作点３５３及びレ
ート操作点３５４により、コンプレッサ５５のスレッショルドレベル及びレートの設定を
受け付ける。また、それらの設定内容に応じたコンプレッサ５５の特性を、特性線３５５
により表示する。横軸が、キーインｃｈの入力レベル、縦軸が、対応する出力レベルであ



(12) JP 5194374 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

る。
【００５５】
　また、詳細編集画面３５０では、アタックつまみ３５６，リリースつまみ３５７，ニー
つまみ３５８により、それぞれコンプレッサ５５のアタック，リリース，ニーの設定を受
け付けると共に、キーイン設定部３５９により、どのｃｈの入力レベルを参照して設定中
のｃｈの出力レベルを定めるかを示すキーインの設定を受け付ける。さらに、オンオフ設
定ボタン３６０により、コンプレッサ５５全体の機能のオンオフの設定をトグルで受け付
けると共に、終了ボタン３６１により、この詳細編集画面３５０を閉じる指示を受け付け
る。
【００５６】
　なお、キーイン設定部３５９では、「左」ボタン３６２と「右」ボタン３６３とにより
、入力ｃｈを順次降順又は昇順に変更させる操作ができ、設定されているｃｈを、ｃｈ表
示部３６４に表示するようにしている。「ＳＥＬＦ」は、設定中のｃｈ自身が参照ｃｈと
して設定されていることを示す。
　また、各操作点３５３，３５４の操作は、図８の操作点３３３の場合と同様に受け付け
るが、レート操作点３５４は、特性表示部３５２の右端の、スレッショルドレベルよりも
上側の範囲だけ移動させることができるようにしている。
【００５７】
　次に、図１１に、ミックスセンドの詳細編集画面の表示例を示す。
　この詳細編集画面３７０は、センドレベルブロック２２１がダブルクリックされた場合
に表示する画面であり、ＰＲＥ／ＰＯＳＴスイッチ６１，センドレベルフェーダ６２，セ
ンドオンスイッチ６３に関する設定を受け付けるための画面である。そして、対象ｃｈ表
示部３７１には、詳細編集画面３１０の場合と同様にｃｈの番号及びその名称を表示して
いる。
【００５８】
　この画面では、まず、ＭＩＸバス選択部３７２により、どのＭＩＸバスへの出力経路に
関するパラメータを設定するかの選択を受け付ける。ここでは、「左」ボタン３７７と「
右」ボタン３７８とにより、バスの番号を順次降順又は昇順に変更させる操作ができ、設
定されているＭＩＸバスを、ＭＩＸバス表示部３７９に表示するようにしている。
【００５９】
　そして、ボリュームつまみ３７３により、設定中のｃｈからＭＩＸバス表示部３７９に
表示されているＭＩＸバスへの出力経路における、センドレベルフェーダ６２のゲインの
設定を受け付ける。また、ＰＲＥ／ＰＯＳＴボタン３７４及びＯＮボタン３７５により、
同出力経路における、ＰＲＥ／ＰＯＳＴスイッチ６１及びセンドオンスイッチ６３の設定
を、トグルで受け付ける。
　さらに、終了ボタン３７６により、この詳細編集画面３７０を閉じる指示を受け付ける
。
【００６０】
　デジタルミキサ１０においては、以上のような詳細編集画面を、表示パネル１０１と別
の表示器であるタッチスクリーン１０４に表示させるようにしているため、詳細編集画面
を表示させた場合でも、入力ｃｈ画面２００のような主画面が隠されることがない。従っ
て、ユーザは常に主画面を参照して全体的なパラメータの値の状態を把握可能な状況でパ
ラメータの編集操作を行うことができる。
【００６１】
　また、主画面に対する操作も、詳細編集画面に対する操作も、全てタッチスクリーン１
０４で行うことができるようにしているため、ユーザがパラメータの編集操作のためにあ
ちこち手を動かす必要がなく、高い操作性を得ることができる。特に、タッチスクリーン
１０４が表示パネル１０１よりもユーザから見て近傍に位置するような配置としておけば
、遠くまで手を延ばさなくてもパラメータの設定操作が可能となるため、一層高い操作性
を得ることができる。
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　また、詳細編集モードでは、タッチスクリーン１０４により検出した操作を主画面上の
カーソルの移動やクリックの操作とは認識しないようにすれば、詳細編集画面に対する操
作中に、意図せず主画面中のカーソルが移動してしまったり、パラメータの値が変更され
てしまったりすることがなく、操作性を一層向上させることができる。
【００６２】
　以上でこの実施形態の説明を終了するが、装置の構成や具体的な処理内容、画面の表示
内容、操作方法等が上述の実施形態で説明したものに限られないことはもちろんである。
　例えば、ノーマルモードでも、タッチスクリーン１０４に何らかの表示を行うようにし
てもよい。ただし、この場合には、特定のパラメータには関係しないような表示がよく、
表示内容としては、グリッドの表示や、操作可能エリアを示す表示等が考えられる。
　また、以上の説明においては、デジタルミキサ１０が使用する主画面として、入力ｃｈ
画面２００を例として示したが、複数の主画面を同時にあるいは切り替えて表示できるよ
うにしてもよいことはもちろんである。他の主画面の例としては、出力ｃｈに関するパラ
メータの設定を受け付けるための出力ｃｈ画面が考えられる。
【００６３】
　また、表示パネル１０１もタッチパネルを積層したタッチスクリーンとし、ユーザによ
るタッチ操作を、タッチ位置に対するクリック操作として受け付けることができるように
してもよい。
　このようにすると、カーソル２３０を移動させなくても任意の位置に対するクリック操
作が可能となる。そしてその場合、タッチスクリーン１０４による表示パネル１０１上の
画面に対する操作も同時に行うことができるようにしておき、ユーザの好みに応じて使い
分けられるようにすることが好ましい。
【００６４】
　さらに、第１及び第２の表示手段が、別々の表示パネルによって構成されていることも
必須ではない。これらの表示手段は別々の表示領域を有していればよく、同じディスプレ
イ上の表示領域を区分し、一部を第１の表示手段として、別の一部を第２の表示手段とし
て使用することも、妨げられない。
【００６５】
　また、この発明が、デジタルミキサだけでなく、シンセサイザ、電子楽器等の音響信号
処理装置に適用できることはもちろんであるし、音響信号以外の信号を処理する信号処理
装置にも、当然適用できる。さらに、この発明は、信号処理装置以外の任意の装置が使用
するパラメータの値の編集操作を受け付けるパラメータ編集装置にも、適用可能である。
　これらの場合において、表示手段や操作受付手段がパラメータ編集装置に含まれること
は必須ではなく、パラメータ編集装置は、外部の操作受付手段が受け付けた操作の情報を
取得し、その情報に基づいてパラメータの値の変更や画面の表示データの作成を行い、外
部の表示手段に表示を行わせるような装置であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　以上の説明から明らかなように、この発明のパラメータ編集装置又は信号処理装置によ
れば、ユーザが主画面を参照しながらパラメータの値の詳細な編集操作を操作性よく行え
るようにすることができる。
　従って、この発明を適用することにより、パラメータの値を編集する際の操作性を向上
させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】この発明の信号処理装置の実施形態であるデジタルミキサの構成を示すブロック
図である。
【図２】図１に示したＤＳＰの構成をより詳細に示す図である。
【図３】図２に示した入力ｃｈの構成をより詳細に示す図である。
【図４】図１に示した操作パネルの構成をより詳細に示す図である。
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【図５】図４に示した表示パネルに表示させる入力ｃｈ画面の表示例を示す図である。
【００６８】
【図６】図４に示したタッチスクリーンに表示させるインサーションエフェクトの詳細編
集画面の表示例を示す図である。
【図７】同じくダイレクトアウトの詳細編集画面の表示例を示す図である。
【図８】同じくパラメトリックイコライザの詳細編集画面の表示例を示す図である。
【図９】同じくサラウンドパンの詳細編集画面の表示例を示す図である。
【図１０】同じくコンプレッサの詳細編集画面の表示例を示す図である。
【図１１】同じくミックスセンドの詳細編集画面の表示例を示す図である。
【符号の説明】
【００６９】
１０…デジタルミキサ、１１…ＣＰＵ，１２…フラッシュメモリ、１３…ＲＡＭ、１４…
操作パネル、１５…波形Ｉ／Ｏ、１６…ＤＳＰ、１７…外部機器Ｉ／Ｏ、１８…システム
バス、１０１…表示パネル、１０２…エンコーダ、１０３…キーボード、１０４…タッチ
スクリーン、１０５…クリックボタン、２００…入力ｃｈ画面、２３０…カーソル、３１
０，３２０，３３０，３４０，３５０，３７０…詳細編集画面

【図１】

【図２】

【図３】
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