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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のオーディオ信号と第２のオーディオ信号に対し、操作に対応する信号処理を施し
て出力するオーディオ信号処理装置であって、
　前記第１のオーディオ信号が対応付けられた一端と、前記第２のオーディオ信号が対応
付けられた他端との間を移動自在に操作可能な操作手段と、
　前記第１のオーディオ信号又は前記第２のオーディオ信号に対し信号処理を施して所定
のエフェクトを付与する信号処理手段と、
　前記操作手段の位置及び移動方向に基づく所定のタイミングで、前記第１のオーディオ
信号又は前記第２のオーディオ信号に対し前記エフェクトが付与されるように前記信号処
理手段を制御する制御手段と、
　を備え、
　前記操作手段に対し、前記一端の近傍に第１の基準位置が設定されるとともに前記他端
の近傍に第２の基準位置が設定され、
　前記操作手段が前記第１の基準位置と前記第２の基準位置の間に位置するとき、前記第
１のオーディオ信号又は前記第２のオーディオ信号に対し前記エフェクトが付与され、且
つ、
　前記操作手段が前記一端の側から前記第１の基準位置を超えて移動したとき前記第１の
オーディオ信号に前記エフェクトが付与されるとともに、前記操作手段が前記他端の側か
ら前記第２の基準位置を超えて移動したとき前記第２のオーディオ信号に前記エフェクト
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が付与されることを特徴とするオーディオ信号処理装置。
【請求項２】
　前記操作手段の位置は、前記エフェクトに関連する所定のパラメータに対応付けられる
ことを特徴とする請求項１に記載のオーディオ信号処理装置。
【請求項３】
　前記パラメータは、前記エフェクトが付与された前記第１のオーディオ信号又は前記第
２のオーディオ信号の音量であることを特徴とする請求項２に記載のオーディオ信号処理
装置。
【請求項４】
　前記信号処理手段は、複数種類のエフェクトを付与することができ、
　前記第１のオーディオ信号又は前記第２のオーディオ信号に対し付与すべきエフェクト
を前記複数種類のエフェクトの中から選択的に設定するエフェクト設定手段を更に備える
ことを特徴とする請求項１に記載のオーディオ信号処理装置。
【請求項５】
　エフェクトモードと通常モードを選択的に設定するモード設定手段と、前記第１のオー
ディオ信号及び前記第２のオーディオ信号を前記操作手段の位置に基づく所定の比率で混
合出力するクロスフェーダとを更に備え、
　前記制御手段は、前記第１のオーディオ信号又は前記第２のオーディオ信号に対し、前
記エフェクトモードが設定されているときは前記信号処理手段による信号処理が施され、
前記通常モードが設定されているときは前記クロスフェーダを介して出力されるように制
御することを特徴とする請求項１に記載のオーディオ信号処理装置。
【請求項６】
　前記第１のオーディオ信号及び前記第２のオーディオ信号は、動作状態を制御可能な再
生手段から供給され、
　前記操作手段の位置及び移動方向に基づいて、前記再生手段の動作状態を制御すること
を特徴とする請求項１に記載のオーディオ信号処理装置。
【請求項７】
　前記再生手段は、ディスク状記録媒体に記録されたオーディオ信号を再生するディスク
プレーヤであることを特徴とする請求項６に記載のオーディオ信号処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、２つのオーディオ信号に対し、外部操作に対応する信号処理を施しして出力す
るオーディオ信号処理装置の技術分野に属するものである。
【０００２】
【従来の技術】
いわゆるＤＪ（ディスクジョッキー）は、ディスコやクラブなどで音楽を演奏するに際し
、複数のプレーヤとミキサーを操作して連続する曲を繋いだりミックスすることにより、
ダンスに適した音楽を演出する役割を担う。従来、ＤＪによる操作はアナログレコードが
中心であったが、その入手が困難となりつつあるため、広く普及しているＣＤを用いて上
記のようなＤＪ操作を行うニーズが強くなっている。そのため、ＤＪ操作に対応して再生
やポーズなどの機能や再生速度などの動作状態を外部から制御可能なＣＤプレイヤー（以
下、ＤＪ対応ＣＤプレーヤと称する）が注目されている。このようなＤＪ対応ＣＤプレー
ヤとミキサーを用いてＤＪ操作を行えば、その利用範囲が広がり、プロのＤＪにとって便
利であるだけでなく、アマチュアのＤＪにとっても手軽にＤＪ操作を楽しむことができる
。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上述したＤＪ対応ＣＤプレーヤとミキサーを用いてＤＪ操作を行う場合、再生中の曲から
次の曲に繋ぐ場合、再生速度や再生位置を予め調整しておき、所定のタイミングでミキサ
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ーにて再生中の曲から次の曲にクロスフェードしながら繋ぐ操作が一般的に行われている
。このような操作を行うため、操作手段の位置に応じて２つの曲を所定の比率で混合出力
するクロスフェーダがミキサーに設けられる。
【０００４】
このようなクロスフェーダにより２つの曲を繋ぐ場合、音量を調整するだけでなく、演出
効果を高めるために曲に何らかのエフェクトを付与したい場合がある。例えば、２つの曲
を繋ぐとき、再生中の曲の所定範囲にエコーを付与した状態で徐々に音量を低下させつつ
次の曲に移行させるような場合である。しかしながら、このような操作を実現するには、
クロスフェーダにより音量を変化させる操作を行いながら、同時にエコー等のエフェクト
を曲に付与するための操作を行うことが必要である。これはＤＪにとって難易度が高く、
煩わしい操作である。また、こうした複雑な操作に気を取られて、２つの曲を繋ぐ基本的
な操作をミスする事態も起こり得る。
【０００５】
そこで、本発明は、このような問題に鑑みなされたものであり、オーディオ信号に対しＤ
Ｊ操作に対応するエフェクトを付与して２つの曲を繋ぐ操作を実現し、操作性を良好にす
るともに機能性を高めたＤＪ操作を実現できるオーディオ信号処理装置を提供することを
目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載のオーディオ信号処理装置は、第１のオー
ディオ信号と第２のオーディオ信号に対し、操作に対応する信号処理を施して出力するオ
ーディオ信号処理装置であって、前記第１のオーディオ信号が対応付けられた一端と、前
記第２のオーディオ信号が対応付けられた他端との間を移動自在に操作可能な操作手段と
、前記第１のオーディオ信号又は前記第２のオーディオ信号に対し信号処理を施して所定
のエフェクトを付与する信号処理手段と、前記操作手段の位置及び移動方向に基づく所定
のタイミングで、前記第１のオーディオ信号又は前記第２のオーディオ信号に対し前記エ
フェクトが付与されるように前記信号処理手段を制御する制御手段と、を備え、前記操作
手段に対し、前記一端の近傍に第１の基準位置が設定されるとともに前記他端の近傍に第
２の基準位置が設定され、前記操作手段が前記第１の基準位置と前記第２の基準位置の間
に位置するとき、前記第１のオーディオ信号又は前記第２のオーディオ信号に対し前記エ
フェクトが付与され、且つ、前記操作手段が前記一端の側から前記第１の基準位置を超え
て移動したとき前記第１のオーディオ信号に前記エフェクトが付与されるとともに、前記
操作手段が前記他端の側から前記第２の基準位置を超えて移動したとき前記第２のオーデ
ィオ信号に前記エフェクトが付与されることを特徴とする。
【０００７】
　この発明によれば、ＤＪ操作の際、移動自在である操作手段を一端から他端の間で操作
したとき、その位置と移動方向に基づく所定のタイミングで２つのオーディオ信号の一方
にエフェクトが付与されて出力される。よって、ＤＪが曲を繋ぐときにオーディオ信号に
エコー等のエフェクトを付与したい場合、複雑な操作を行うことなく効果的な機能を付加
してＤＪ操作を行うことが可能となる。
　また、操作手段を移動させたとき、２つの基準位置に挟まれた領域でエフェクトを付与
するようにしたので、曲を繋ぐときの移動操作に対応してエフェクトを適切なタイミング
でかけることができる。
　更に、操作手段を一端又は他端から中央に向けて移動させ、第１又は第２の基準位置を
超えたタイミングでエフェクトを付与するようにしたので、エフェクトの開始タイミング
が明確になり操作性を一層高めることができる。
【０００８】
請求項２に記載のオーディオ信号処理装置は、請求項１に記載のオーディオ信号処理装置
において、前記操作手段の位置は、前記エフェクトに関連する所定のパラメータに対応付
けられることを特徴とする。
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【０００９】
この発明によれば、オーディオ信号に対し、操作手段の位置に対応するパラメータを用い
てエフェクトが付与されるので、ＤＪ操作の際に、エフェクトの状態を変化させながら曲
を繋ぐ操作ができ、演出効果を高めることができる。
【００１０】
請求項３に記載のオーディオ信号処理装置は、請求項２に記載のオーディオ信号処理装置
において、前記パラメータは、前記エフェクトが付与された前記第１のオーディオ信号又
は前記第２のオーディオ信号の音量であることを特徴とする。
【００１１】
　この発明によれば、オーディオ信号に対し、操作手段の位置に応じて音量を変えつつエ
フェクトが付与されるので、ＤＪ操作の際、音量とエフェクトの操作を共通にして曲を繋
ぐことができ、操作性を一層高めることができる。
【００１５】
　請求項４に記載のオーディオ信号処理装置は、請求項１に記載のオーディオ信号処理装
置において、前記信号処理手段は、複数種類のエフェクトを付与することができ、前記第
１のオーディオ信号又は前記第２のオーディオ信号に対し付与すべきエフェクトを前記複
数種類のエフェクトの中から選択的に設定するエフェクト設定手段を更に備えることを特
徴とする。
【００１６】
この発明によれば、付与すべきエフェクトは複数種類の中から選択でき、それをエフェク
ト設定手段により予め設定することができるので、ＤＪ操作で曲を繋ぐ際に多様な効果を
与えることができ、機能性を高めることができる。
【００１７】
　請求項５に記載のオーディオ信号処理装置は、請求項１に記載のオーディオ信号処理装
置において、エフェクトモードと通常モードを選択的に設定するモード設定手段と、前記
第１のオーディオ信号及び前記第２のオーディオ信号を前記操作手段の位置に基づく所定
の比率で混合出力するクロスフェーダとを更に備え、前記制御手段は、前記第１のオーデ
ィオ信号又は前記第２のオーディオ信号に対し、前記エフェクトモードが設定されている
ときは前記信号処理手段による信号処理が施され、前記通常モードが設定されているとき
は前記クロスフェーダを介して出力されるように制御することを特徴とする。
【００１８】
この発明によれば、エフェクトモードと通常モードを選択でき、エフェクトモードでは上
述したような機能が実現できる一方、通常モードではＤＪ操作時に曲の繋ぎで従来通りの
クロスフェーダによる操作を実現できるので、好みに応じて適宜の操作方法を用いること
が可能となる。
【００１９】
　請求項６に記載のオーディオ信号処理装置は、請求項１に記載のオーディオ信号処理装
置において、前記第１のオーディオ信号及び前記第２のオーディオ信号は、動作状態を制
御可能な再生手段から供給され、前記操作手段の位置及び移動方向に基づいて、前記再生
手段の動作状態を制御することを特徴とする。
【００２０】
この発明によれば、再生手段から供給されたオーディオ信号に対し上述したようにエフェ
クトを付与するとともに、再生手段の動作状態を操作手段により制御するようにしたので
、再生手段の動作制御とエフェクトの付与を共通の操作で行って、操作性と機能性を高め
ることができる。
【００２１】
　請求項７に記載のオーディオ信号処理装置は、請求項６に記載のオーディオ信号処理装
置において、前記再生手段は、ディスク状記録媒体に記録されたオーディオ信号を再生す
るディスクプレーヤであることを特徴とする。
【００２２】
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この発明によれば、再生手段として、例えばＣＤプレイヤーを用いるようにしたので、汎
用的な記録媒体に対し上述のようなＤＪ操作を実現することができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態においては、本発
明のオーディオ処理装置が適用される一例として、ＤＪ対応ＣＤプレーヤに対応するオー
ディオ再生装置について説明する。
【００２４】
図１は、本実施形態に係るオーディオ再生装置の全体構成を示すブロック図である。図１
に示すオーディオ再生装置は、外部接続されるＤＪ対応ＣＤプレーヤから再生されるオー
ディオ信号に対し、各種の処理を施して出力信号を生成するための構成を備える。図１に
おいて、オーディオ再生装置は、イコライザ１１～１４と、レベル調整器１５～１８と、
第１アサインスイッチ部１９と、第２アサインスイッチ部２０と、第１切り替えスイッチ
部２１と、第２切り替えスイッチ部２２と、クロスフェーダ２３と、クロスフェーダ位置
検出部２４と、第３切り替えスイッチ部２５と、マスターボリューム制御部２６と、Ａ／
Ｄコンバータ２７、２８と、ＤＳＰ２９と、Ｄ／Ａコンバータ３０と、ＣＰＵ３１を含ん
で構成されている。
【００２５】
以上のように構成されたオーディオ再生装置には、全部で４つのＤＪ対応ＣＤプレーヤ（
不図示）を接続することができる。すなわち、チャンネル（ＣＨ）１～４で示す４つの各
チャンネルに対し、それぞれＤＪ対応ＣＤプレーヤから再生されたオーディオ信号を入力
し、ＤＪの操作に従って後述のようなミックス処理を行うことができる。
【００２６】
図１において、イコライザ１１～１４には、各ＤＪ対応ＣＤプレーヤからチャンネル１～
４に対応したオーディオ信号が入力される。これらのイコライザ１１～１４は、入力され
た各々のオーディオ信号に対し、操作に応じて調整された任意の周波数特性を付与する。
【００２７】
レベル調整器１５～１８は、イコライザ１１～１４から出力されたチャンネル１～４に対
応するオーディオ信号が入力される。これらのレベル調整器１５～１８は、操作に応じて
調整された任意のレベルによりオーディオ信号のレベル変換を行って出力する。
【００２８】
第１アサインスイッチ部１９は、上記４つのチャンネル１～４の中から操作に応じて選択
された特定のチャンネル（以下、チャンネルＡと称する）を出力側に接続する。同様に、
第２アサインスイッチ部２０は、上記４つのチャンネル１～４の中から操作に応じて選択
された特定のチャンネル（以下、チャンネルＢと称する）を出力側に接続する。このよう
に、本実施形態に係るオーディオ再生装置では、接続された４つのＤＪ対応ＣＤプレーヤ
からのオーディオ信号の中から２つを任意に選択し、それらをＤＪ操作及び後述の信号処
理の対象とする構成になっている。
【００２９】
ここで、図２はオーディオ再生装置を操作するための操作パネルの要部を示す図である。
図２においては、第１アサインスイッチ部１９に対応するチャンネルＡ用アサインスイッ
チ４１と、第２アサインスイッチ部２０に対応するチャンネルＢ用アサインスイッチ４２
が配置されている。図２の例では、チャンネルＡ用アサインスイッチ４１によりチャンネ
ルＡとしてチャンネル１が設定され、チャンネルＢ用スイッチ４２によりチャンネルＢと
してチャンネル２が設定されている状態を示している。
【００３０】
第１切り替えスイッチ部２１は、第１アサインスイッチ部１９で選択されたチャンネルＡ
のオーディオ信号が、クロスフェーダ２３とＡ／Ｄコンバータ２７の一方に接続されるよ
うに切り替え制御される。また、第２切り替えスイッチ部２２は、第２アサインスイッチ
部２０で選択されたチャンネルＢのオーディオ信号がクロスフェーダ２３とＡ／Ｄコンバ
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ータ２８の一方に接続されるように切り替え制御される。第１アサインスイッチ部１９と
第２アサインスイッチ部２０の切り替えは、ＤＪ操作に対応するモードに応じて制御され
る。
【００３１】
本実施形態では、ＤＪ操作に対応して、従来のクロスフェーダを用いた操作を行う通常モ
ードと、オーディオ信号にエフェクタを付与するエフェクトモードの２つが用意されてい
る。これら２つのモードは、図２に示すように、モード設定スイッチ４６により自在に設
定することができる。そして、第１切り換えスイッチ部２１と第２切り換えスイッチ部２
２は、通常モードが設定されているときはクロスフェーダ２３の側に接続され、エフェク
トモードが設定されているときはＡ／Ｄコンバータ２７、２８の側に接続される。
【００３２】
クロスフェーダ２３は、操作パネルのクロスフェーダ用つまみ４３（図２）と一体化され
、通常モードのときに、選択入力されたチャンネルＡ又はＢのオーディオ信号の音量制御
を行う。クロスフェーダ２３における音量制御は、例えば、ＶＣＡ（Voltage Controlled
 Amplifier）により、オーディオ信号に対しクロスフェーダ用つまみ４３の位置に対応す
る利得を付与すればよい。
【００３３】
図２に示す操作パネルには、本発明の操作手段としての上記クロスフェーダ用つまみ４３
が配置されている。このクロスフェーダ用つまみ４３を横方向に移動操作することにより
、通常モードではクロスフェーダ２３における音量を変化させるとともに、エフェクトモ
ードではＤＳＰ２６のエフェクト処理における所定のパラメータを制御することができる
。
【００３４】
クロスフェーダ位置検出部２４は、図２に示すクロスフェーダ用つまみ４３の位置を検出
する手段であり、クロスフェーダ位置を示す検出信号をＣＰＵ３１に送出する。後述する
ように、クロスフェーダ位置検出部２４で検出されたクロスフェーダ位置は、ＣＰＵ３１
によるＤＪ対応ＣＤプレイヤーの動作制御や、ＤＳＰ２９における信号処理の際に利用さ
れる。
【００３５】
第３切り替えスイッチ部２５は、クロスフェーダ２３から出力されるオーディオ信号と、
Ｄ／Ａコンバータ３０から出力されるエフェクト処理後のオーディオ信号の一方が出力側
に接続されるように切り替え制御される。なお、第３切り替えスイッチ部２５は、通常モ
ードではクロスフェーダ２３の側に接続され、エフェクトモードではＤ／Ａコンバータ３
０の側に接続される。
【００３６】
マスターボリューム（ＶＲ）制御部２６は、第３切り替えスイッチ部２５から出力される
オーディオ信号に対し最終的な音量制御を施す。マスターボリューム制御部２６の出力信
号は、外部接続されるスピーカやその他オーディオ機器等に供給される。
【００３７】
次に、オーディオ再生装置において、エフェクト処理を行うために設けられた構成要素に
ついて説明する。本実施形態では、オーディオ信号に対するエフェクト処理は、ディジタ
ル信号処理技術により実現される。そこで、Ａ／Ｄコンバータ２７、２８は、それぞれ上
記切り替えスイッチ部２１、２２から出力されたオーディオ信号をサンプリングし、ディ
ジタル信号に変換する。
【００３８】
本発明の信号処理手段としてのＤＳＰ（Digital Signal Processor）２９は、ディジタル
信号処理に必要な数値演算を高速に実行するプロセッサであり、Ａ／Ｄコンバータ２７、
２８で得られたチャンネルＡ又はチャンネルＢのディジタル信号に対する各種エフェクト
処理と混合処理を実現する。ＤＳＰ２９は処理対象であるディジタル信号を保持するメモ
リを備え、このメモリを読み出してエフェクト処理等を施す。なお、ＤＳＰ２９により行
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われる具体的なエフェクト処理については後述する。
【００３９】
図２に示す操作パネルには、ＤＳＰ２９における複数のエフェクト処理を設定するエフェ
クトキー４４、４５が配置されている。図２の例では、エフェクトキー４４は、スピード
を変えずに曲の音程を変化させる「ＺＩＰ」のエフェクトに対応し、エフェクトキー４５
は、曲の所定の領域でエコーをかける「エコー」のエフェクトに対応する。これ以外にも
種々のエフェクトを実現できるが、以下の説明では主にエコーのエフェクトを例にとって
説明する。
【００４０】
次にＣＰＵ３１は、本実施形態に係るオーディオ再生装置の動作を全体的に制御し、本発
明の制御手段として機能する。ＣＰＵ３１は、図５に示す操作パネルの状態を判別し、Ｄ
Ｊ操作に従ってＤＳＰ２９で行われる信号処理を制御する。また、ＣＰＵ３１は、外部接
続されるＤＪ対応ＣＤプレーヤに対して制御信号を送出し、ＤＪ操作に従って再生やポー
ズあるいは再生速度などの動作状態を制御する。
【００４１】
次に、本実施形態に係るオーディオ再生装置の動作について図３～図５を用いて説明する
。本実施形態に係るオーディオ再生装置においては、エフェクトモードが設定された後に
動作が開始されると、開始直後とそれ以降では若干処理が異なる。まず、エフェクトモー
ド開始直後は図３のフローチャートに示す処理が行われ、続いて図４のフローチャートに
示す処理が行われ、それ以降ＣＰＵ３１にて管理される所定のタイミング毎に図４のフロ
ーチャートに示す処理を繰り返す。なお、図３と図４のいずれの処理を行うべきかの判断
をするための所定のフラグを用意し、このフラグを参照して処理を区別すればよい。
【００４２】
図３に示すように、エフェクトモード開始後の最初の処理が開始されると、クロスフェー
ダ位置検出部２４によるクロスフェーダ位置の検出信号を判別し、クロスフェーダ用つま
み４３の操作による現在のクロスフェーダ位置に応じてチャンネルＡとチャンネルＢに施
すべき処理を判断する（ステップＳ１１）。ここで、クロスフェーダ用つまみ４３を操作
したときのクロスフェーダ位置としては、図５に示すように、３つの状態を定義する。
【００４３】
図５において、クロスフェーダ用つまみ４３を左右に操作したときのクロスフェーダ位置
に対し、２つの基準位置としての動作検知点Ａと動作検知点Ｂが設定されている。このと
き、クロスフェーダ用つまみ４３が動作検知点Ａより左側に位置するとき、クロスフェー
ダ位置がチャンネルＡ側であると定義する。また、クロスフェーダ用つまみ４３が動作検
知点Ｂより右側に位置するとき、クロスフェーダ位置がチャンネルＢ側であると定義する
。また、クロスフェーダ用つまみ４３が動作検知点Ａと動作検知点Ｂの間にあるとき、ク
ロスフェーダ位置が中央であると定義する。
【００４４】
次いで、ステップＳ１１の判断結果に応じて、ＣＰＵ３１からチャンネルＡ及びチャンネ
ルＢに対応する各ＤＪ対応ＣＤプレーヤに対し制御信号を送出することにより、ステップ
Ｓ１２～Ｓ１４の動作制御を行う。なお、エフェクトモードが設定されている状況の下、
第１切り替えスイッチ部２１と第２切り替えスイッチ部２２とが、Ａ／Ｄコンバータ２７
、２８の側に切り替えられ、ＤＳＰ２９によるディジタル信号処理が施されるものとする
。
【００４５】
ステップＳ１１において、クロスフェーダ位置がチャンネルＡ側であると判断された場合
、チャンネルＡに対応するＤＪ対応ＣＤプレーヤの再生動作を開始するとともに、チャン
ネルＢに対応するＤＪ対応ＣＤプレーヤをポーズ状態にする（ステップＳ１２）。同様に
、クロスフェーダ位置がチャンネルＢ側であると判断された場合、チャンネルＡに対応す
るＤＪ対応ＣＤプレーヤをポーズ状態にするとともに、チャンネルＢに対応するＤＪ対応
ＣＤプレーヤの再生動作を開始する（ステップＳ１４）。すなわち、クロスフェーダ位置
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により示されるチャンネルのみからオーディオ信号が出力されることになる。
【００４６】
一方、クロスフェーダ位置が中央であると判断された場合、チャンネルＡ及びチャンネル
に対応する各ＤＪ対応ＣＤプレーヤの双方の再生動作を開始する（ステップＳ１３）。す
なわち、２つのチャンネルのオーディオ信号が、ＤＳＰ２９により混合処理が施されてか
ら出力されることになる。なお、この例では、エフェクトモードにおいて通常モードと同
様に２つのチャンネルがミックスされるのは、図３に示すエフェクトモード開始後の場合
だけである。
【００４７】
次に、クロスフェーダ用つまみ４３の操作状態を監視し、クロスフェーダ位置が変化した
か否かを判断する（ステップＳ１５）。その結果、クロスフェーダ位置がそれ以前と同様
の状態であるときは（ステップＳ１５；ＮＯ）、図３の処理を終える。この場合は元々の
状態が保たれる。
【００４８】
一方、クロスフェーダ位置がそれ以前の状態から変化したときは（ステップＳ１５；ＹＥ
Ｓ）、現在のクロスフェーダ位置に応じて施すべき処理を判断する（ステップＳ１６）。
ステップＳ１６の判断の結果、クロスフェーダ位置がチャンネルＡ側である場合、現在再
生中のチャンネルＢのオーディオ信号に対し、ＤＳＰ２９のエフェクト処理に基づく所定
のエフェクトを付与しつつ、フェードアウトする（ステップＳ１７）。そして、チャンネ
ルＢに対応するＣＤプレーヤはＣＰＵ２９の制御によりポーズ状態にされる（ステップＳ
１８）。同様に、クロスフェーダ位置がチャンネルＢ側である場合、現在再生中のチャン
ネルＡのオーディオ信号に対し、ＤＳＰ２９のエフェクト処理に基づく所定のエフェクト
を付与しつつ、フェードアウトする（ステップＳ１９）。そして、チャンネルＡに対応す
るＤＪ対応ＣＤプレーヤがＣＰＵ２９の制御によりポーズ状態にされる（ステップＳ２０
）。なお、ステップＳ１８又はＳ２０の後は、図３の処理を終える。
【００４９】
上記のステップＳ１７～Ｓ２０を実行した結果、それまで再生されていた２チャンネルの
うち、クロスフェーダ位置と逆側のチャンネルの再生を停止し、クロスフェーダ位置の側
のチャンネルのみが再生されるようになる。このとき、再生を停止すべきチャンネルのオ
ーディオ信号に、例えばエコー等のエフェクトを施すようにしたので、２つの曲を繋ぐと
きに効果的な演出を施すことができる。
【００５０】
一方、ステップＳ１６の判断の結果、クロスフェーダ位置が中央である場合、それ以前の
クロスフェーダ位置に応じて施すべき処理を判断する（ステップＳ２１）。すなわち、左
又は右からクロスフェーダ用つまみ４３を操作してクロスフェーダ位置が中央に移ったと
き、チャンネルＡ側とチャンネルＢ側のいずれの状態から移動操作されたかによって処理
が異なる。ステップＳ２１の判断の結果、以前のクロスフェーダ位置がチャンネルＡ側で
あった場合、チャンネルＡのオーディオ信号に対し、ＤＳＰ２９のエフェクト処理に基づ
く所定のエフェクトを付与する。（ステップＳ２２）。その後、チャンネルＡに対応する
ＤＪ対応ＣＤプレーヤをポーズ状態にする（ステップＳ２３）。
【００５１】
同様にステップＳ２１の判断の結果、以前のクロスフェーダ位置がチャンネルＢ側であっ
た場合、チャンネルＢのオーディオ信号に対し、ＤＳＰ２９のエフェクト処理に基づく所
定のエフェクトを付与する（ステップＳ２４）。その後、チャンネルＢに対応するＤＪ対
応ＣＤプレーヤをポーズ状態にする（ステップＳ２５）。
【００５２】
上記のステップＳ２２～Ｓ２５の処理は、それ以前のクロスフェーダ位置から、現在の中
央を経て逆側のクロスフェーダ位置に向かうことを想定したものである。そのため、以前
のクロスフェーダ位置に対応するチャンネルの再生を停止するとともに、オーディオ信号
にエフェクトを付与することにより効果的な演出を施すことができる。なお、ステップＳ
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２３又はＳ２５の後は、図３の処理を終える。
【００５３】
次に、エフェクトモードにおいて図３の処理に続いて行われる図４の処理を説明する。図
４の処理は、情報再生装置の動作中に所定のタイミングで繰り返し実行される。例えば、
上述したような所定のフラグを参照することにより、図４の処理に移行すると、クロスフ
ェーダ位置が変化したか否かを判断する（ステップＳ３１）。このステップＳ３１は、図
３のステップＳ１５と同様の処理であり、クロスフェーダ位置が以前の状態から変化した
場合に、ステップＳ３２移行の処理が順次実行される。
【００５４】
次いで、現在のクロスフェーダ位置に応じて施すべき処理を判断する（ステップＳ３２）
。ステップＳ３２の判断の結果、クロスフェーダ位置がチャンネルＡ側である場合、チャ
ンネルＡのオーディオ信号に対し現在付与されているエフェクトを解除する（ステップＳ
３３）。続いて、チャンネルＡにおける通常の再生動作を開始し（ステップＳ３４）、図
４の処理を終える。同様に、ステップＳ３２の判断の結果、クロスフェーダ位置がチャン
ネルＢ側である場合、チャンネルＢのオーディオ信号に対し現在付与されているエフェク
トを解除する（ステップＳ３５）。続いて、チャンネルＢにおける通常の再生動作を開始
し（ステップＳ３６）、図４の処理を終える。
【００５５】
一方、ステップＳ３２の判断の結果、クロスフェーダ位置が中央である場合、それ以前の
クロスフェーダ位置に応じて施すべき処理を判断する（ステップＳ３７）。このステップ
Ｓ３７は、図３のステップＳ２１に対応する処理である。よって、ステップＳ３７の判断
の結果、以前のクロスフェーダ位置がチャンネルＡ側であった場合に行われるステップＳ
３８、Ｓ３９は、図３のステップＳ２２、Ｓ２３と同様である。また、以前のクロスフェ
ーダ位置がチャンネルＢ側であった場合に行われるステップＳ４０、Ｓ４１は、図３のス
テップＳ２４、Ｓ２５と同様である。なお、ステップＳ３９又はＳ４１の後は、図４の処
理を終える。
【００５６】
次に、図３及び図４に示す処理に従って、操作パネルのクロスフェーダ用つまみ４３を操
作したときの具体的な動作について図５により説明する。ここでは、クロスフェーダ用つ
まみ４３によって、上述の動作検知点Ａ、Ｂをまたがって一連の操作がなされる場合の動
作を考える。図５では、クロスフェーダ用つまみ４３に対し、矢印にて示す操作（１）～
（４）が順次なされるとする。なお、図５においては、チャンネルＡ用アサインスイッチ
４１及びチャンネルＢ用アサインスイッチ４２により、図２と同様に、チャンネルＡとし
てチャンネル１が設定され、チャンネルＢとしてチャンネル２が設定されているとする。
また、図５ではその他の操作キー等を省いているが、図２のモード設定スイッチ４６によ
りエフェクトモードが設定され、かつ、エフェクトキー４５によりエフェクト処理として
「エコー」が設定されているとする。
【００５７】
図５に示す操作（１）では、クロスフェーダ用つまみ４３を右に移動させて、クロスフェ
ーダ位置がチャンネルＡ側から動作検知点Ａを超えて中央に移る。この場合、図３に示す
処理が行われる状況を想定すると、ステップＳ１５を経てステップＳ１６で現在のクロス
フェーダ位置が中央であると判断される。そして、ステップＳ２１で以前のクロスフェー
ダ位置がチャンネルＡ側であると判断されて、ステップＳ２２、Ｓ２３が実行される。
【００５８】
上述したような操作（１）に基づく動作により、再生中のチャンネル１のオーディオ信号
は、エコーがかけられた状態で反復再生される。具体的には、チャンネル１の楽曲に設定
された所定範囲にエコーがかかりながら短い周期で繰り返し再生され、クロスフェーダ用
つまみ４３の移動とともに次第に音量が低下する。このとき、ＤＳＰ２９はメモリに保持
するディジタル信号を用いてエコー用のエフェクト処理を行うので、チャンネル１に対応
するＤＪ対応ＣＤプレーヤはポーズ状態となるように制御される。また、チャンネル２に
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対応するＤＪ対応ＣＤプレーヤの状態は保持され、通常は所定の位置でポーズ状態となっ
ている。
【００５９】
図５に示す操作（２）では、クロスフェーダ用つまみ４３を再び左に移動させて、クロス
フェーダ位置が中央から動作検知点Ａを超えてチャンネルＡ側に戻る。この場合、図４に
示す処理においては、ステップＳ３１を経てステップＳ３２で現在のクロスフェーダ位置
がチャンネルＡ側であると判断されて、ステップＳ３３、Ｓ３４が実行される。
【００６０】
上述したような操作（２）に基づく動作により、上記の操作（１）に従ってＤＳＰ２９に
より実行されているチャンネル１へのエフェクト処理は停止し、チャンネル１に対応する
ＤＪ対応ＣＤプレーヤは、ポーズされている位置から再生が続行される。なお、チャンネ
ル２に対応するＤＪ対応ＣＤプレーヤの状態は維持される。
【００６１】
図５に示す操作（３）では、クロスフェーダ用つまみ４３を再び右に移動させて、クロス
フェーダ位置が動作検知点Ａを超えて中央を通過し、更に動作検知点Ｂを超えてチャンネ
ルＢ側に移る。この場合、図４に示す処理においては、クロスフェーダ位置が中央にある
とき、ステップＳ３１、Ｓ３２、Ｓ３７を経て、ステップＳ３８、Ｓ３９が実行される。
続いて、クロスフェーダ位置がチャンネルＢ側に移ると、ステップＳ３１、Ｓ３２を経て
、ステップＳ３５、Ｓ３６が実行される。
【００６２】
上述したような操作（３）に基づく動作により、操作（１）に基づく動作に加えて、クロ
スフェーダ位置がチャンネルＢ側にまで達するので、チャンネル１に対しエコーをかけつ
つチャンネル２に繋げることができる。クロスフェーダ位置がチャンネルＢ側に達した時
点では、チャンネル２に対応するＤＪ対応ＣＤプレーヤは、ポーズされている位置から再
生が続行される。
【００６３】
ここで、操作（３）に従ってクロスフェーダ用つまみ４３を操作したときの音量変化につ
いて説明する。図６は、クロスフェーダ位置に対応付けられた各チャンネルの音量制御の
一例を示す図であり、操作（３）の場合に対応する図である。図６に示すように、動作検
知点Ａより左側の区間は、クロスフェーダ位置による音量変化がない状態でチャンネルＡ
が通常に再生される。動作検知点Ａを過ぎて動作検知点Ｂに達するまでの区間は、チャン
ネルＡのエフェクト処理が行われるとともに、クロスフェーダ位置が右側に行くほど音量
が低下し、所定位置で音量がゼロになる。動作検知点Ｂより右側の区間は、クロスフェー
ダ位置による音量変化がない状態でチャンネルＢが通常に再生される。このように、クロ
スフェーダ用つまみ４３により、オーディオ信号に対するエフェクトの付与と音量制御を
同時に行うことできるため操作性に優れている。
【００６４】
なお、図６の例では、クロスフェーダ位置に対し、信号処理対象となるオーディオ信号の
音量を対応付けた例を示したが、音量以外のパラメータをクロスフェーダ位置に対応付け
て制御してもよい。例えば、エフェクト処理を施すオーディオ信号の周期、周波数特性な
ど、あるいはエコーの減衰特性やＺＩＰの周波数変化などの各種パラメータをクロスフェ
ーダ位置に対応付けることができる。また、クロスフェーダ位置に応じてパラメータを変
化させず、動作検知点Ａと動作検知点Ｂで挟まれた区間では常に一定のエフェクト処理を
行うようにしてもよい。
【００６５】
最後に、図５に示す操作（４）では、クロスフェーダ用つまみ４３を再び左に移動させて
、クロスフェーダ位置がチャンネルＢ側から動作検知点Ｂを超えて中央に戻る。この場合
、図４に示す処理においては、ステップＳ３１、Ｓ３２、Ｓ３７を経てステップＳ４０、
Ｓ４１が実行される。
【００６６】
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上述したような操作（４）に基づく動作により、再生中のチャンネル２のオーディオ信号
は、エコーがかけられた状態で反復再生される。すなわち、操作（１）でチャンネル１に
対して行われた動作が、操作（４）ではチャンネル２に対して行われる。なお、動作検知
点Ｂを過ぎたときのクロスフェーダ位置とチャンネル２の音量との関係は、図５の左右を
逆にしたものとなる。
【００６７】
以上のように、本実施形態に係るオーディオ再生装置によれば、ＤＪ操作の際に２つの曲
を繋ぐ場合、クロスフェーダ用つまみ４３を移動操作することにより、オーディオ信号に
エフェクトを付与することができる。これにより、２つの曲を繋ぐとき、従来であればク
ロスフェーダによる音量制御の操作と、エフェクトを付与する操作を別々に行う必要があ
ったのに対し、これらを同時に操作することが可能になる。よって、ＤＪ操作における複
雑な操作が不要となり、操作ミスを防止できるとともに、オーディオ信号に対しエフェク
トを選択的に付与して機能性を向上させることができる。
【００６８】
なお、本実施形態では、オーディオ再生装置に複数のＤＪ対応ＣＤプレーヤが外部接続さ
れる構成を説明したが、これに限らず、複数のＤＪ対応ＣＤプレーヤが一体化されたオー
ディオ再生装置に対しても本発明を適用できる。また、再生手段が用いる記録媒体として
は、ＣＤに限らず、各種の情報記録媒体を用いる場合に対しても本発明を適用することが
できる。
【００６９】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、操作手段に対する操作に応じて、オーディオ信号
に対し信号処理を施してエフェクトを付与するようにしたので、ＤＪ操作の際に２つの曲
を繋ぐ場合、良好な操作性と高い機能性を併せ持つオーディオ信号処理装置を実現するこ
とができる。
　また、操作手段を移動させたとき、２つの基準位置に挟まれた領域でエフェクトを付与
するようにしたので、曲を繋ぐときの移動操作に対応してエフェクトを適切なタイミング
でかけることができる。
　更に、操作手段を一端又は他端から中央に向けて移動させ、第１又は第２の基準位置を
超えたタイミングでエフェクトを付与するようにしたので、エフェクトの開始タイミング
が明確になり操作性を一層高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態に係るオーディオ再生装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】オーディオ再生装置の操作パネルの要部を示す図である。
【図３】エフェクトモード開始後の最初の処理を示すフローチャートである。
【図４】エフェクトモード開始後の２回目以降の処理を示すフローチャートである。
【図５】操作パネルのクロスフェーダ用つまみを操作したときの具体的な動作を説明する
図である。
【図６】クロスフェーダ位置に対応付けられた各チャンネルの音量制御の一例を説明する
図である。
【符号の説明】
１１～１４…イコライザ
１５～１８…レベル調整器
１９…第１アサインスイッチ部
２０…第２アサインスイッチ部
２１…第１切り替えスイッチ部
２２…第２切り替えスイッチ部
２３…クロスフェーダ
２４…クロスフェーダ位置検出部
２５…第３切り替えスイッチ部
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２６…マスターボリューム制御部
２７、２８…Ａ／Ｄコンバータ
２９…ＤＳＰ
３０…Ｄ／Ａコンバータ
３１…ＣＰＵ
４１…チャンネルＡ用アサインスイッチ
４２…チャンネルＢ用アサインスイッチ
４３…クロスフェーダ用つまみ
４４、４５…エフェクトキー
４６…モード設定スイッチ
Ａ、Ｂ…動作検知点

【図１】 【図２】



(13) JP 4180249 B2 2008.11.12

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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