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(57)【要約】
【課題】　入力端子から入力した複数のオーディオ信号
をミックスしたり、出力するオーディオ信号を選択する
作業を容易にすることができるコントローラー装置を提
供する。
【解決手段】　オーディオ信号を入力する第１の入力部
及び第２の入力部と、前記第１の入力部及び前記第２の
入力部に入力されたオーディオ信号を入力するマスター
入力コントロール部とを備え、前記マスター入力コント
ロール部は、つまみ部を時計回り方向または反時計回り
方向に回転させることにより前記第１の入力部及び前記
第２の入力部に入力されたオーディオ信号の音量バラン
スを変化させて出力するＰＡＮコントロール部と、つま
み部を時計回り方向または反時計回り方向に回転させる
ことにより前記ＰＡＮコントロール部から入力したオー
ディオ信号の音量レベルを一括して変化させて出力する
レベルコントロール部とを備える
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パーソナルコンピュータ用のソフトウェアの動作及び外部から入力したオーディオ信号
のミキシングをコントロールするコントローラー装置において、
　オーディオ信号を入力する第１の入力部及び第２の入力部と、
　前記第１の入力部及び前記第２の入力部に入力されたオーディオ信号を入力するマスタ
ー入力コントロール部とを備え、
　前記マスター入力コントロール部は、つまみ部を時計回り方向または反時計回り方向に
回転させることにより前記第１の入力部及び前記第２の入力部に入力されたオーディオ信
号の音量バランスを変化させて出力するＰＡＮコントロール部と、つまみ部を時計回り方
向または反時計回り方向に回転させることにより前記ＰＡＮコントロール部から入力した
オーディオ信号の音量レベルを一括して変化させて出力するレベルコントロール部とを備
えることを特徴とするコントローラー装置。
【請求項２】
　請求項１記載のコントローラー装置において、
　前記ＰＡＮコントロール部は、前記つまみ部を反時計回り方向に所定の角度だけ回転さ
せた場合、前記第１の入力部から入力したオーディオ信号のみを出力し、前記つまみ部を
時計回り方向に所定の角度だけ回転させた場合、前記第２の入力部から入力したオーディ
オ信号のみを出力することを特徴とするコントローラー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスクジョッキー等が用いるＤＪ用パーソナルコンピュータ用のソフトウ
ェアの動作及び外部から入力したオーディオ信号のミキシングをコントロールするコント
ローラー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディスクジョッキー（Disc Jockey（以下、ＤＪという。））がダンスクラブ等で用い
るオーディオ再生装置として、オーディオ再生装置の操作部を操作してアナログレコード
またはコンパクトディスク（Compact Disc（以下、CDという。））等のオーディオ記録媒
体に記録されたオーディオデータをアレンジし、例えば、スクラッチ奏法やループ再生奏
法などの様々な再生を行うＤＪ用の再生装置がある（例えば、特許文献１及び２参照）。
一方、近年、パーソナルコンピュータ（Personal Computer（以下、ＰＣという。））と
専用のソフトウェアによって、ＤＪが行うパフォーマンスと同じようにオーディオデータ
をアレンジして再生を行うＰＣＤＪと言われるものがある（例えば、非特許文献１参照）
。このＰＣＤＪは、高価なＤＪ用の再生装置と比較して、自前のＰＣと専用のソフトウェ
アを用意するのみで安価で手軽にＤＪと同じようなアレンジパフォーマンスを行うことが
できることから、このＰＣＤＪのシステムが急激に普及してきている。
【０００３】
　近年、前述したＤＪ用の再生装置に備える操作子と同様の操作子を備え、この操作子を
操作することによって前述したＰＣＤＪの動作をコントロールすることができるコントロ
ーラー装置が知られている。このコントローラー装置は、従来のＤＪ用再生装置に備えら
れている様々な操作子と同様の操作子を操作することによって、ＰＣＤＪの動作をコント
ロールすることができるため、ＰＣＤＪとコントローラー装置を用いることによって、高
価なＤＪ用の再生装置を用いなくても、従来のＤＪ用再生装置と同様のパフォーマンスを
行うことができる。
【０００４】
　このコントローラー装置は、ＰＣＤＪの動作をコントロールする機能に加え、例えば、
従来のミキシング装置（例えば、特許文献３参照）のように、オーディオ信号を入力する
複数の入力端子とオーディオ信号を出力する複数の出力端子を備え、パネル上に備えた様
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々な操作子を操作して当該入力端子から入力した複数のオーディオ信号をミックスして出
力するミキシング機能や、入力した複数のオーディオ信号の内から出力端子によって出力
するオーディオ信号を選択するセレクター機能を備えたものが知られている。
【０００５】
　図６は、従来のコントローラー装置を示すブロック図である。
　コントローラー装置１００は、デジタルデータ入力部６、Ｄ／Ａ変換部７、マスター出
力ボリュウム部８、第１の入力部１１、第２の入力部１２、マスター出力部１３、操作部
１５、コントロール信号出力部１６、第１の入力ボリュウム部５０及び第２の入力ボリュ
ウム部５１を備える。
【０００６】
　操作部１５は、ＰＣＤＪの動作をコントロールするための各種操作指示を受け付ける。
コントロール信号出力部１６は、操作部１５によって受け付けたＰＣＤＪの各種操作指示
信号をＰＣＤＪに出力する。ＰＣＤＪは、コントロール信号出力部１６から出力された各
種操作指示信号に応じて再生開始動作、再生停止動作等を行う。
【０００７】
　デジタルデータ入力部６は、ＰＣＤＪから出力されたデジタルオーディオデータを入力
する。Ｄ／Ａ変換部７は、デジタルデータ入力部６から入力されたデジタルオーディオデ
ータをアナログオーディオ信号に変換する。第１の入力部１１及び第２の入力部１２は、
例えば、外部のＣＤプレーヤから出力されたアナログオーディオ信号をそれぞれ入力する
。
【０００８】
　第１の入力ボリュウム部５０及び第２の入力ボリュウム部５１は、回動可能なボリュウ
ムから成り、当該ボリュウムを回転させることによって、それぞれ第１の入力部１１及び
第２の入力部１２から入力されたアナログオーディオ信号の音量レベルを変化させる。マ
スター出力ボリュウム部８は、回動可能なボリュウムから成り、当該ボリュウムを回転さ
せることによって、第１の入力ボリュウム部５０、第２の入力ボリュウム部５１及びＤ／
Ａ変換部７から出力されたそれぞれのアナログオーディオ信号の音量レベルを一括して変
化させる。マスター出力部１３は、マスター出力ボリュウム部８から出力されたアナログ
オーディオ信号をアンプ装置等に出力する。
【０００９】
　以上のように、従来のコントローラー装置１００は、操作部１５によって受け付けたＰ
ＣＤＪの各種操作指示信号をＰＣＤＪに出力することによって、ＰＣＤＪの再生開始動作
、再生停止動作等のコントロールをすることができる。また、従来のコントローラー装置
１００は、第１の入力部１１及び第２の入力部１２にＣＤプレーヤからのアナログオーデ
ィオ信号がそれぞれ入力され、また、デジタルデータ入力部６にＰＣＤＪからのデジタル
オーディオデータが入力された場合、ユーザが第１の入力ボリュウム部５０、第２の入力
ボリュウム部５１及びマスター出力ボリュウム部８のボリュウムを調節することによって
、ユーザが所望するオーディオ信号を任意にミックスさせ、また、ユーザが希望するオー
ディオ信号の音量レベルを任意に変化させたオーディオ信号をマスター出力部１３を介し
てアンプ装置に出力することができる。
【００１０】
　例えば、第１の入力部１１及び第２の入力部１２にＣＤプレーヤからのアナログオーデ
ィオ信号がそれぞれ入力され、また、デジタルデータ入力部６にＰＣＤＪからのデジタル
オーディオデータが入力されている場合、ユーザが第１の入力ボリュウム部５０及び第２
の入力ボリュウム部５１を操作して第１の入力部１１及び第２の入力部１２に入力された
オーディオ信号の音量レベルを絞りきっておくことにより、マスター出力ボリュウム部８
にはデジタルデータ入力部６から入力されたＰＣＤＪからのオーディオ信号のみが入力さ
れる。このため、マスター出力部１３を介してアンプ装置に出力されるオーディオ信号は
ＰＣＤＪから出力されたオーディオ信号のみとなるので、ユーザは、マスター出力ボリュ
ウム部８を操作してＰＣＤＪから出力されたオーディオ信号の音量を任意のレベルに変化
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させてマスター出力部１３を介してアンプ装置にＰＣＤＪから出力されたオーディオ信号
を出力することができる。
【００１１】
　また、例えば、第１の入力部１１及び第２の入力部１２にＣＤプレーヤからのアナログ
オーディオ信号がそれぞれ入力され、デジタルデータ入力部６にＰＣＤＪからのデジタル
オーディオデータが入力されている場合、第２の入力ボリュウム部５１を操作して第２の
入力部１２から入力されたオーディオ信号の音量レベルを絞りきった状態とし、第１の入
力ボリュウム部５０を操作して第１の入力部１１から入力されたオーディオ信号がマスタ
ー出力ボリュウム部８に出力されるオーディオ信号のレベルをある程度の音量レベルに設
定しておくことにより、マスター出力ボリュウム部８には、デジタルデータ入力部６から
入力されたＰＣＤＪからのオーディオ信号と、第１の入力部１１から入力されたＣＤプレ
ーヤからのオーディオ信号が入力される。このため、マスター出力部１３を介してアンプ
装置に出力されるオーディオ信号は第１の入力部１１に入力されたＣＤプレーヤからのオ
ーディオ信号とＰＣＤＪから出力されたオーディオ信号がミックスされたオーディオ信号
となるので、ユーザは、マスター出力ボリュウム部８を操作してＰＣＤＪから出力された
オーディオ信号の音量と第１の入力部１１から入力したＣＤプレーヤからのオーディオ信
号を一括させて任意のレベルに変化させてマスター出力部１３を介してアンプ装置にＰＣ
ＤＪから出力されたオーディオ信号を出力することができる。
【００１２】
　このように、従来のコントローラー装置１００は、２台のＣＤプレーヤからそれぞれ出
力されたオーディオ信号とＰＣＤＪから出力されたオーディオ信号をそれぞれ入力し、ア
ンプ装置に出力させるオーディオ信号を任意に選択しつつ、選択した任意のオーディオ信
号の信号レベルを変化させてアンプ装置に出力することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００８－０２１３７９号公報
【特許文献２】特開２００７－２５７７７１号公報
【特許文献３】特開平９－２８４８３号公報
【非特許文献１】ＣＤＪ講座、［平成２２年５月１９日検索］、インターネット＜URL：h
ttp://www.ＰＣ-ＤＪ.net/＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　図６に示すような従来のコントローラー装置１００は、第１の入力部１１に入力された
オーディオ信号の音量レベルを第１の入力ボリュウム部５０によって変化させ、また第２
の入力部１２入力されたオーディオ信号の音量レベルを第２の入力ボリュウム部５１によ
って変化させる構成であるため、マスター出力ボリュウム部８に入力される第１の入力部
１１からのオーディオ信号、第２の入力部１２からのオーディオ信号及びデジタルデータ
入力部６から入力されＤ／Ａ変換部７によってアナログ変換されたオーディオ信号の音量
レベルをそれぞれ所望する音量レベルに調節してアンプ装置に出力することが困難となる
。つまり、例えば、第１の入力部１１に入力されたオーディオ信号と第２の入力部１２に
入力されたオーディオ信号及びＤ／Ａ変換部７を介してデジタルデータ入力部６から入力
されたオーディオ信号の３つのオーディオ信号を、略同じ音量レベルとしてアンプ装置に
出力させたい場合、Ｄ／Ａ変換部７を介してデジタルデータ入力部６から入力されるマス
ター出力ボリュウム部８に出力されるオーディオ信号の信号レベルは予め定めた一定の音
量レベルであるため、マスター出力ボリュウム部８に入力される第１の入力部１１及び第
２の入力部１２からのオーディオ信号の信号レベルがＤ／Ａ変換部７から出力されるＰＣ
ＤＪからのオーディオ信号の信号レベルと略同一となるように、それぞれ第１の入力ボリ
ュウム部５０及び第２の入力ボリュウム部５１の操作によって調整しておく必要があり、
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この調整作業が煩わしい。
【００１５】
　また、例えば、ＰＣＤＪからの入力信号がなく、第１の入力部１１から入力されるオー
ディオ信号の音量レベルと第２の入力部１２から入力されるオーディオ信号が著しく異な
った音量レベルで入力されている場合であって、第１の入力部１１から入力されるオーデ
ィオ信号と第２の入力部１２から入力されるオーディオ信号のそれぞれのオーディオ信号
の音量レベルを略同一にしてアンプ装置に出力したい場合、マスター出力ボリュウム部８
に入力される第１の入力部１１及び第２の入力部１２からのオーディオ信号の信号レベル
が略同一となるように、それぞれ第１の入力ボリュウム部５０及び第２の入力ボリュウム
部５１を操作によって調整しておく必要があり、この調整作業が煩わしい。
【００１６】
　更に、第１の入力部１１及び第２の入力部１２にはＣＤプレーヤが接続されずに、デジ
タルデータ入力部６にＰＣＤＪから入力されたオーディオ信号のみが入力され、マスター
出力部１３を介してアンプ装置にＰＣＤＪが出力したオーディオ信号のみを出力させてい
る場合に、急遽、第１の入力部１１及び第２の入力部１２にＣＤプレーヤが接続され、ア
ンプ装置に出力させるオーディオ信号をＰＣＤＪからのオーディオ信号に代えて、第１の
入力部１１及び第２の入力部１２から入力されるＣＤプレーヤからのオーディオ信号に切
替えようとする場合、ユーザは第１の入力部１１及び第２の入力部１２に新たに接続され
たＣＤプレーヤから出力されるオーディオ信号の音量レベルを確認しつつ、第１の入力ボ
リュウム部５０及び第２の入力ボリュウム部５１を操作してマスター出力ボリュウム部８
に入力されるオーディオ信号の音量レベルを調整しつつ、マスター出力ボリュウム部８に
よる一括音量レベルの調整も行わなければならないため、この調整作業が煩わしい。
【００１７】
　本発明は、操作子を操作することによってＰＣＤＪの動作をコントロールすると共に、
複数の入力端子と複数の出力端子を備え、パネル上に備えた様々な操作子を操作して当該
入力端子から入力した複数のオーディオ信号をミックスしたり、出力するオーディオ信号
を選択するセレクター機能を備えたコントローラー装置において、入力端子から入力した
複数のオーディオ信号をミックスしたり、出力するオーディオ信号を選択する作業を容易
にすることができるコントローラー装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記の課題を解決するために、本願の請求項１記載の発明は、パーソナルコンピュータ
用のソフトウェアの動作及び外部から入力したオーディオ信号のミキシングをコントロー
ルするコントローラー装置において、オーディオ信号を入力する第１の入力部及び第２の
入力部と、前記第１の入力部及び前記第２の入力部に入力されたオーディオ信号を入力す
るマスター入力コントロール部とを備え、前記マスター入力コントロール部は、つまみ部
を時計回り方向または反時計回り方向に回転させることにより前記第１の入力部及び前記
第２の入力部に入力されたオーディオ信号の音量バランスを変化させて出力するＰＡＮコ
ントロール部と、つまみ部を時計回り方向または反時計回り方向に回転させることにより
前記ＰＡＮコントロール部から入力したオーディオ信号の音量レベルを一括して変化させ
て出力するレベルコントロール部とを備えることを特徴とする。
【００１９】
　本願の請求項２記載の発明は、請求項１記載のコントローラー装置において、前記ＰＡ
Ｎコントロール部は、前記つまみ部を反時計回り方向に所定の角度だけ回転させた場合、
前記第１の入力部から入力したオーディオ信号のみを出力し、前記つまみ部を時計回り方
向に所定の角度だけ回転させた場合、前記第２の入力部から入力したオーディオ信号のみ
を出力することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、操作子を操作することによってＰＣＤＪの動作をコントロールすると
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共に、複数の入力端子と複数の出力端子を備え、パネル上に備えた様々な操作子を操作し
て当該入力端子から入力した複数のオーディオ信号をミックスしたり、出力するオーディ
オ信号を選択するセレクター機能を備えたコントローラー装置において、入力端子から入
力した複数のオーディオ信号をミックスしたり、出力するオーディオ信号を選択する作業
を容易にすることができるコントローラー装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施例であるコントローラー装置の構成を示す斜視図。
【図２】本実施例のコントローラー装置１を示すブロック図。
【図３】本実施例のコントローラー装置１のマスター入力コントロール部５を示すブロッ
ク図。
【図４】本実施例のコントローラー装置１のマスター入力コントロール部５を示す上面図
。
【図５】本実施例のコントローラー装置１において、マスター入力コントロール部５の操
作によるオーディオ信号のミキシング特性を示す図で、図５（ａ）はＰＡＮコントロール
部５０１のつまみ部５０１１の回転に伴うオーディオ信号のミキシング特性を示す図、図
５（ｂ）はレベルコントロール部５０２のつまみ部５０２１の回転に伴うオーディオ信号
のミキシング特性を示す図。
【図６】従来のコントローラー装置を示すブロック図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明の一実施例であるコントローラー装置の構成を示す斜視図である。
　コントローラー装置１は、マスター入力コントロール部５、デジタルデータ入力部６、
マスター出力ボリュウム部８、第１の入力部１１、第２の入力部１２、マスター出力部１
３、操作部１５、コントロール信号出力部１６、筐体１０１及びパネル１０２を備える。
マスター入力コントロール部５及びマスター出力ボリュウム部８は、パネル１０２の表面
に配設され、また、デジタルデータ入力部６、第１の入力部１１、第２の入力部１２、マ
スター出力部１３及びコントロール信号出力部１６は、筐体１０１の側面に配設されてい
る。
【００２３】
　図２は、本実施例のコントローラー装置１を示すブロック図である。
　コントローラー装置１は、前述した構成の他に、筐体１０１の内部にＤ／Ａ変換部７を
備える。
【００２４】
　操作部１５は、ＰＣＤＪの動作をコントロールするための各種操作指示を受け付ける。
コントロール信号出力部１６は、操作部１５によって受け付けたＰＣＤＪの各種操作指示
信号をＰＣＤＪに出力する。ＰＣＤＪは、コントロール信号出力部１６から出力された各
種操作指示信号に応じて再生開始動作、再生停止動作等を行う。
【００２５】
　デジタルデータ入力部６は、ＰＣＤＪから出力されたデジタルオーディオデータを入力
する。Ｄ／Ａ変換部７は、デジタルデータ入力部６から入力されたデジタルオーディオデ
ータをアナログオーディオ信号に変換する。第１の入力部１１及び第２の入力部１２は、
例えば、外部のＣＤプレーヤから出力されたアナログオーディオ信号をそれぞれ入力する
。
【００２６】
　図３は、本実施例のコントローラー装置１のマスター入力コントロール部５を示すブロ
ック図である。
【００２７】
　図３に示すように、マスター入力コントロール部５は、ＰＡＮコントロール部５０１及
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びレベルコントロール部５０２を備える。ＰＡＮコントロール部５０１は、回動可能なボ
リュウムから成り、当該ボリュウムを回転させることによって、第１の入力部１１及び第
２の入力部１２から入力されたアナログオーディオ信号のバランスを調整してダウンミッ
クスする。レベルコントロール部５０２は、回動可能なボリュウムから成り、当該ボリュ
ウムを回転させることによって、ＰＡＮコントロール部５０１から入力したオーディオ信
号の音量レベルを調整する。
【００２８】
　マスター出力ボリュウム部８は、後述するように回動可能なボリュウムから成り、当該
ボリュウムを回転させることによって、マスター入力コントロール部５及びＤ／Ａ変換部
７から出力されたそれぞれのオーディオ信号の音量レベルを一括して変化させる。マスタ
ー出力部１３は、マスター出力ボリュウム部８から出力されたアナログオーディオ信号を
アンプ装置等に出力する。
【００２９】
　図４は、本実施例のコントローラー装置１のマスター入力コントロール部５を示す上面
図である。
【００３０】
　図４に示すように、ＰＡＮコントロール部５０１は、円筒形のつまみ部５０１１を備え
、このつまみ部５０１１は、表面に目印５０１０を備える。また、レベルコントロール部
５０２は、円筒形のつまみ部５０２１を備え、このつまみ部５０２１は、表面に目印５０
２０を備える。つまみ部５０１１及びつまみ部５０２１は、それぞれパネル１０２から上
方に突出している。
【００３１】
　パネル１０２は、ＰＡＮコントロール部５０１のつまみ部５０１１の周囲に、図４に示
すような印刷部９が施される。ＰＡＮコントロール部５０１のつまみ部５０１１は、目印
５０１０が「ＬＩＮＥ１」の印刷部９が施された位置から「ＬＩＮＥ２」の印刷部９が施
された位置までの回転範囲において、時計回り及び反時計周りに自在に回転可能に成され
る。
【００３２】
　また、パネル１０２は、レベルコントロール部５０２のつまみ部５０２１の周囲に、図
４に示すような印刷部９が施される。レベルコントロール部５０２のつまみ部５０２１は
、目印５０２０が「－∞」の印刷部９が施された位置から「ＭＡＸ」の印刷部９が施され
た位置までの回転範囲において、時計回り及び反時計周りに自在に回転可能に成される。
【００３３】
　図５は、本実施例のコントローラー装置１において、マスター入力コントロール部５の
操作によるオーディオ信号のミキシング特性を示す図で、図５（ａ）はＰＡＮコントロー
ル部５０１のつまみ部５０１１の回転に伴うオーディオ信号のミキシング特性を示す図、
図５（ｂ）はレベルコントロール部５０２のつまみ部５０２１の回転に伴うオーディオ信
号のミキシング特性を示す図である。
【００３４】
　ＰＡＮコントロール部５０１は、図４及び図５に示すように、目印５０１０が略中央の
位置になっている場合、第１の入力部１１から入力されたオーディオ信号と第２の入力部
１２から入力されたオーディオ信号を略同一の音量バランスでダウンミックスする。
【００３５】
　ＰＡＮコントロール部５０１は、図４及び図５に示すように、つまみ部５０１１の目印
５０１０が略中央の位置から反時計回り方向に回転するのに伴って第１の入力部１１から
入力されたオーディオ信号の音量を第２の入力部１２から入力されたオーディオ信号の音
量よりも大きな音量レベルとなるようバランス調整してダウンミックスしてレベルコント
ロール部５０２に出力し、更につまみ部５０１１を反時計回り方向に回転させて目印５０
１０が「ＬＩＮＥ１」の位置となったときは、第１の入力部１１から入力されたオーディ
オ信号のみをダウンミックスしてレベルコントロール部５０２に出力する。また、ＰＡＮ
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コントロール部５０１は、図４及び図５に示すように、つまみ部５０２１の目印５０１０
が略中央の位置から時計回り方向に回転するのに伴って第２の入力部１２から入力された
オーディオ信号の音量を第１の入力部１１から入力されたオーディオ信号の音量よりも大
きな音量レベルとなるようバランス調整してダウンミックスしてレベルコントロール部５
０２に出力し、更につまみ部５０２１を時計回り方向に回転させて目印５０１０が「ＬＩ
ＮＥ２」の位置となったときは、第２の入力部１２から入力されたオーディオ信号のみを
ダウンミックスしてレベルコントロール部５０２に出力する。
【００３６】
　レベルコントロール部５０２は、図４及び図５に示すように、つまみ部５０２１の目印
５０２０が略中央の位置から反時計回り方向に回転するのに伴ってＰＡＮコントロール部
５０１から入力されたオーディオ信号の音量レベルを一括して小さい音量レベルにして出
力し、更につまみ部５０２１を反時計回り方向に回転させて目印５０２０が「－∞」の位
置となったときは、ＰＡＮコントロール部５０１から入力されたオーディオ信号の音量レ
ベルを０にし、マスター出力ボリュウム部８にオーディオ信号を出力しない。また、レベ
ルコントロール部５０２は、図４及び図５に示すように、つまみ部５０２１の目印５０２
０が略中央の位置から時計回り方向に回転するのに伴ってＰＡＮコントロール部５０１か
ら入力されたオーディオ信号の音量レベルを一括して大きい音量レベルにして出力し、更
につまみ部５０２１を時計回り方向に回転させて目印５０２０が「ＭＡＸ」の位置となっ
たときは、ＰＡＮコントロール部５０１から入力されたオーディオ信号の音量レベルを最
大の音量レベルにしてマスター出力ボリュウム部８に出力する。
【００３７】
　以上のように、本実施例のコントローラー装置１は、ＰＡＮコントロール部５０１及び
レベルコントロール部５０２を備えたマスター入力コントロール部５を備えているため、
第１の入力部１１及び第２の入力部１２から入力されたオーディオ信号の信号レベルのバ
ランス調整と、バランス調整後にダウンミックスしたオーディオ信号の音量レベルの調整
を簡単に行うことができる。
【００３８】
　例えば、第１の入力部１１に入力されたオーディオ信号と第２の入力部１２に入力され
たオーディオ信号及びＤ／Ａ変換部７を介してデジタルデータ入力部６から入力されたオ
ーディオ信号の３つのオーディオ信号を略同じ音量レベルとしてアンプ装置に出力させた
い場合、先ず、ＰＡＮコントロール部５０１のつまみ部５０１１を回転させて第１の入力
部１１から入力されたオーディオ信号と第２の入力部１２から入力されたオーディオ信号
の音量バランスが略同一となるよう調節し、次に、レベルコントロール部５０２のつまみ
部５０２１を回転させて、ＰＡＮコントロール部５０１によってバランス調節後にダウン
ミックスされた信号の音量レベルがＤ／Ａ変換部７を介してデジタルデータ入力部６から
入力されるオーディオ信号の音量レベルと略同一の音量レベルとなるよう調節する。この
ように、ＰＡＮコントロール部５０１及びレベルコントロール部５０２のそれぞれのつま
み部５０１１及びつまみ部５０２１を調節することによって、第１の入力部１１に入力さ
れたオーディオ信号と第２の入力部１２に入力されたオーディオ信号及びＤ／Ａ変換部７
を介してデジタルデータ入力部６から入力されたオーディオ信号の３つのオーディオ信号
を簡単に略同じ音量レベルとしてアンプ装置に出力させることができる。
【００３９】
　また、例えば、デジタルデータ入力部６への入力信号がなく、第１の入力部１１から入
力されるオーディオ信号の音量レベルと第２の入力部１２から入力されるオーディオ信号
が著しく異なった音量レベルで入力されている場合であって、第１の入力部１１から入力
されるオーディオ信号と第２の入力部１２から入力されるオーディオ信号のそれぞれのオ
ーディオ信号の音量レベルを略同一にしてアンプ装置に出力したい場合、先ず、ＰＡＮコ
ントロール部５０１のつまみ部５０１１を回転させて第１の入力部１１から入力されたオ
ーディオ信号と第２の入力部１２から入力されたオーディオ信号の音量バランスが略同一
の音量レベルとなるよう調節し、次に、レベルコントロール部５０２のつまみ部５０２１
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を回転させて、ＰＡＮコントロール部５０１によってバランス調節後にダウンミックスさ
れたオーディオ信号の音量レベルをある程度の音量レベルになるよう調節する。このよう
に、ＰＡＮコントロール部５０１及びレベルコントロール部５０２のそれぞれのつまみ部
５０１１及びつまみ部５０２１を調節することによって、第１の入力部１１から入力され
るオーディオ信号の音量レベルと第２の入力部１２から入力されるオーディオ信号が著し
く異なった音量レベルで入力されている場合であっても、第１の入力部１１から入力され
るオーディオ信号と第２の入力部１２から入力されるオーディオ信号のそれぞれのオーデ
ィオ信号の音量レベルを簡単に略同一にしてアンプ装置に出力することができる。
【００４０】
　また、更に、第１の入力部１１及び第２の入力部１２にはＣＤプレーヤが接続されずに
、デジタルデータ入力部６にＰＣＤＪから入力されたオーディオ信号のみが入力され、マ
スター出力部１３を介してアンプ装置にＰＣＤＪが出力したオーディオ信号のみを出力さ
せている場合に、急遽、第１の入力部１１及び第２の入力部１２にＣＤプレーヤが接続さ
れ、アンプ装置に出力させるオーディオ信号をＰＣＤＪからのオーディオ信号に代えて、
第１の入力部１１及び第２の入力部１２から入力されるＣＤプレーヤからのオーディオ信
号に切替えようとする場合、先ず、ＰＡＮコントロール部５０１のつまみ部５０１１を回
転させて第１の入力部１１から入力されたオーディオ信号と第２の入力部１２から入力さ
れたオーディオ信号の音量バランスが略同一となるよう調節し、次に、レベルコントロー
ル部５０２のつまみ部５０２１を回転させて、ＰＡＮコントロール部５０１によってバラ
ンス調節後にダウンミックスされた信号の音量レベルをＰＣＤＪから入力されたオーディ
オ信号の音量レベルになるよう調節する。このように、ＰＡＮコントロール部５０１及び
レベルコントロール部５０２のそれぞれのつまみ部５０１１及びつまみ部５０２１を調節
することによって、急遽、第１の入力部１１及び第２の入力部１２にＣＤプレーヤが接続
され、アンプ装置に出力させるオーディオ信号をＰＣＤＪからのオーディオ信号に代えて
、第１の入力部１１及び第２の入力部１２から入力されるＣＤプレーヤからのオーディオ
信号に切替えようとする場合でも、簡単にアンプ装置に出力させるオーディオ信号をＰＣ
ＤＪからのオーディオ信号に代えて第１の入力部１１及び第２の入力部１２から入力され
るＣＤプレーヤからのオーディオ信号に切替えることができる。
【００４１】
　また、例えば、第１の入力部１１及び第２の入力部１２のそれぞれからオーディオ信号
が入力されている場合において、アンプ装置に出力するオーディオ信号を第１の入力部１
１または第２の入力部１２のどちらか一方のみのオーディオ信号に切替えたい場合、マス
ター入力コントロール部５のＰＡＮコントロール部５０１のつまみ部５０１１を回転させ
てＰＡＮコントロール部５０１の目印５０１０を「ＬＩＮＥ１」の位置にするか、または
、「ＬＩＮＥ２」の位置にすることによって、簡単にアンプ装置に出力するオーディオ信
号を第１の入力部１１または第２の入力部１２のどちらか一方のみにすることができる。
【００４２】
　以上のように本実施例のコントローラー装置１は、マスター入力コントロール部５に備
えたＰＡＮコントロール部５０１及びレベルコントロール部５０２のそれぞれのつまみ部
５０１１及びつまみ部５０２１を操作して第１の入力部１１から入力されたオーディオ信
号と第２の入力部１２から入力されたオーディオ信号の音量バランスとダウンミックスし
たオーディオ信号の音量レベルを調整することによって、それぞれの入力端子から入力し
た複数のオーディオ信号をミックスしたり、出力するオーディオ信号を選択する作業を容
易にすることができる。
【００４３】
　本実施例のコントローラー装置１は、マスター入力コントロール部５に入力される信号
を第１の入力部１１から入力されるオーディオ信号と第２の入力部１２から入力されるオ
ーディオ信号の２系統のオーディオ信号としたが、３系統以上のオーディオ信号が入力さ
れる構成としても良い。
【００４４】
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　また、本実施例のコントローラー装置１は、デジタルデータを入力する入力部としてデ
ジタルデータ入力部６の１系統の入力部のみを備える構成としたが、２系統以上のデジタ
ルデータを入力する入力部を備える構成としても良い。また、本実施例のコントローラー
装置１は、マスター入力コントロール部５から入力されたオーディオ信号とＤ／Ａ変換部
７から入力されたオーディオ信号の音量レベルを一括して調整するマスター出力ボリュウ
ム部８を備える構成としたが、マスター入力コントロール部５からのオーディオ信号とＤ
／Ａ変換部７からのオーディオ信号の音量レベル調整が不要な場合は、マスター出力ボリ
ュウム部８を備えない構成としても良い。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明は、ディスクジョッキー等が用いるＤＪ用パーソナルコンピュータ用のソフトウ
ェアの動作及び外部から入力したオーディオ信号のミキシングをコントロールするコント
ローラー装置に有用に用いることができる。
【符号の説明】
【００４６】
１　コントローラー装置、１０１　筐体、１０２　パネル、
５　マスター入力コントロール部、
５０１　ＰＡＮコントロール部、５０１０　目印、５０１１　つまみ部、
５０２　レベルコントロール部、５０２０　目印、５０２１　つまみ部、
６　デジタルデータ入力部、７　Ｄ／Ａ変換部、８　マスター出力ボリュウム部、
９　印刷部、１１　第１の入力部、１２　第２の入力部、１３　マスター出力部、
１５　操作部、１６　コントロール信号出力部、１００　コントローラー装置、
５０　第１の入力ボリュウム部、５１　第２の入力ボリュウム部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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