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Bathcratch+: 擦る指の本数識別機能を持つ
DJ スクラッチ演奏システム
川勝 椋介1,a)

平井 重行1,b)

概要：「キュッ, キュッ」と鳴る擦り音をユーザインタフェースに利用し, 浴槽で DJ スクラッチ演奏を行
う音楽演奏システム Bathcratch を以前に開発した. ただし, そこでは擦り音の調波構造まで含めた厳密な
処理はしておらず, 擦り音として有意な F0 の周波数帯域とその時間連続性によって擦り音を検出している
だけだった. 本研究では, その調波構造も含めた擦り音検出処理として改良すると共に, 指の本数によるパ
ワースペクトルの違いからその本数の識別処理について提案する. 本稿では, 指本数毎の擦り音のパワース
ペクトルの違いについて説明し, それをガウス混合分布 (GMM) としてモデル化することと指本数の識別
処理の結果について述べる. そして, 指本数識別処理を導入した DJ スクラッチ演奏システム Batchratch+
について紹介する.

1. はじめに
ウェアラブル機器が普及していると共に，Internet of

Things (IoT) の側面を持つ家庭用スマートデバイスが多数

な表面を擦る際の指の本数による音の違いに着目し，その
本数を判別する処理手法について研究している．そして，
その機能を組み込んだ拡張版の DJ スクラッチ演奏システ
ム Bathcratch+を開発した．

登場している．これらにより，住宅内の情報化が多種多様

本稿では，第 2 章で関連研究を紹介し，本研究の擦るイ

に進展しつつある．一方で，以前から家具や調度品，住宅

ンタフェースの位置付けや処理手法について考察する．続

設備ににコンピュータを組み込んでインタラクティブな住

く 3 章では指本数識別に利用する GMM の構築と識別処理

宅環境に関する研究が様々に行われている [1-6]．そのよう

の概要について説明する．第 4 章で，実際の擦り音から構

な中，平井らは浴室内の行動計測や操作インタフェース構

築した GMM と，それを識別処理に適用した結果について，

築などを通じて，日常生活にエンタテイメント要素を組み

5 章ではさらに，4 章と別手法での識別処理とその結果に

込むことで QOL(Quality of Life) を向上させるインタラク

ついて述べる．第 6 章では識別機能を適用した Bathcratch

ティブな浴室環境の研究を重ねてきている [7-11].

の改良版である Bathcratch ＋について紹介し，第 7 章で

それら研究の一つに，浴槽で DJ スクラッチ演奏を行う
エンタテインメントシステム Bathcratch がある [11]．こ
れは，テーブルや窓ガラスなど滑らかな表面で水分と共に

まとめとする．

2. 関連研究

手や布で擦ると鳴る音を操作インタフェースに活用する提

Bathcratch で検出している擦り音は，一般的に Stick and

案を行っている．ただ，Bathcratch の擦り音検出処理で

Slip 現象 (例：道路面とタイヤが擦れて音が鳴る現象) と

は，有意な F0 の周波数帯域での F0 検出と，その時間連続

して知られているものであり，それを人為的に行うことで

性を見る実装であり，入力音に対して擦り音か否かの検出

ユーザインタフェース (UI) に活用している例は他にない．

をしているだけであった．

ただ，そうでない「擦り音」や「振動」を活用したものは

本研究では，その擦り音の発生のさせ方にバリエーショ

幾つかある．

ンを持たせ，より汎用的な入力としても活用できるように

まず, Harrison らの Scratch Input [12] では, 聴診器を壁

すべく，擦り音検出手法の拡張を行う．ここでは，滑らか

やテーブル, 衣類などに設置し, その表面を爪先で擦った際
に鳴る音の振幅の時間変化から指先の動き (ジェスチャ) を
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SVM で識別することにより，複数種類の操作入力を実現
している．また Smith らの Stane [13] では, 表面を複数種
類の線や点, くぼみなどで構成した小型デバイスにピエゾ
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センサを内蔵させ, Scratch Input と同様に指の爪先で擦っ
た音を用いて, 擦った場所によって変化する振動パターン
や長さを識別し入力手法として利用している.

3.1 GMM による擦り音の音響スペクトルモデル
本研究では，指本数毎の擦り音を GMM（Gaussian Mix-

ture Model）による音響スペクトルモデルとして表現する．

一方, 「擦る」動作以外で音響信号を入力インターフェー

GMM の最尤推定を行う一般手法としては，EM アルゴリズ

スとして活用している例として, Harrison らの Skinput

ム [20][21][22] があり，本研究でもそれを用いる．GMM を

[14] では, ピエゾセンサアレイを組み込んだアームバンド

用いて音響スペクトル解析を行う研究としては，Reynolds

を用いて手指や腕をタップした際の皮膚を伝搬した振動を

らが話者モデルを GMM でモデル構築し，話者クラスタリ

検出してタップした位置を特定し, 検出位置を操作に用い

ングを行っている例 [23] がある．

ている. また Harrison らの TapSense [15] では，スマート

今回は, 擦り音を指本数で分類するために各指本数ごと

フォンなどの小型端末の表面のタップやノックなど叩き方

のモデルを次式の GMM により生成する．学習データとし

の識別を行って，操作手法として組み込む研究を行ってい

て用いるのは面積正規化及び F0 正規化によってスケーリ

る．同様に Lopes らもテーブルトップインタフェースとし

ングされた擦り音のパワースペクトルにおけるピークデー

て同様の処理を実現しており [16]，これらはいずれも SVM

タである．ピークデータ取得は閾値処理によって行って

を用いて識別処理を行っている．

いる.

SVM 以外の手法としては，NMF を利用して音響識別
を行って操作インタフェースに活用するものもある．山本
の Posessing Drums では，NMF を利用してテンプレート
として設定しておいた音響を別の音響信号にすり替える

p(x(m) ) =

K
∑

(m)

(m)

(m)

πk N (x(m) ; µk , Σk )

(1)

k=1

処理を実装している [17]．安部らは，ゲーム用の汎用操作

ここで，m は m 本指の擦り音モデルを表し,GMM の混

インタフェースを目指して様々な物体の打音を識別する

合数を K とし k は分布番号を示す.N (; µ, Σ) は，平均ベク

NMF 処理の拡張を試みている [18]．伊藤らは，Posessing

トル µ，分散 Σ の正規分布を表す．πk

Drums を元に浴槽の叩き方を NMF で識別する処理を実装

音モデルの k 番目の混合係数に当たる．これらを EM アル

し，BathDrum2 という打楽器アプリケーションを構築し

ゴリズムによって最尤推定を行う.

(m)

は n 本指の擦り

ている．さらに隅田らは，その BathDrum2 の叩打音識別
処理の改良を行っている [10][19]．

3.2 指本数の識別処理手順
まず最初に M 本指の擦り音モデルを typeM とする．次

3. GMM による擦り音のモデル化と指本数の
識別処理について

に 44100Hz サンプリングされた未知データが与えられた場
合，先頭から 512 サンプルずつ取得していき，RMS(Root

Mean Square: RMS) を求め閾値以上の波形が検知された
時から処理を開始する.(式 2)

v
u
N
u1 ∑
RM S[x] = t
xi 2
N i=1
図 1

こすり音のスペクトログラム
左) 一本指 右) 複数本指

(2)

処理を開始すると，各フレーム毎に FFT を行い，面積
正規化及び F0 正規化で GMM と同様のスケーリングを行

人工大理石や FRP などの滑らかな表面を持つ素材を擦っ

う．次に各 type の GMM と積和演算を行うことで互いに

たときの擦り音にはピッチ (音高) と明確な調波構造が存在

相関し合う周波数成分を強調させる．ただし F0 付近はど

している．水がある状態で指で擦ると，Stick & Slip 現象

の GMM も他の成分に比べ大きな値を取るため判定に使え

が起こって擦り音が鳴る．この擦り音には耳で聞き取れる

ず，また，高倍音成分は値が小さすぎるため計算処理をす

ピッチ（音高）があり，音響信号として F0 と調波構造が

る必要がない．そのため，積和演算を行う周波数帯域を制

あることがわかる．また，この擦り音を複数本の指で擦っ

限することによってこれらの問題を解決する.

た際には，それぞれの指の力加減などにより指ごとに異な

そして得られた各 type 毎の積和値の中で最大値を取る

るピッチの音が発生する．その具体的な例として，一本指

type をカウントしていく．そして次のフレームに移り，再

と二本指のそれぞれでの擦り音のスペクトログラムを図 1

び RMS を求めて閾値以上であれば同様の処理を繰り返す.

に示す．ここでは，右側の二本指のほうが調波構造が折り

最終的に RMS 閾値以下のフレームが来た時に処理を終

重なる形で現れていることが分かる．本研究では，この特

了し，カウントが最大となる type を結果として出力する.

徴に着目して指の本数の識別を試みることにした．
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図 2

提案手法の処理開始からの処理フロー
図 4

4. 擦り音 GMM の構築とその識別性能評価

検証に用いられた指本数毎の GMM

1.1[Fs /F0 ] 付近が最も精度が高いことが確認された. しか
し type3 の判定が全て type2 になってしまうという結果が

浴槽縁上面の裏側にピエゾセンサを設置して擦り音の

得られた. これは図 4 から分かるように, この範囲内にお

収録と解析，GMM によるモデル化を行った．ピエゾセ

いて type3 が type2 を上回る値を持たないことが原因であ

ンサはアコースティックギター用のピエゾピックアップ

ることが分かる.

Guyatone GP-1 を用い，その出力を USB オーディオイン
タフェースを介して 44100Hz / 16bit でサンプリングした．
音響収録に用いたお風呂場と収録時の様子を図 3 に示す．

図 3

お風呂場における実験環境

図 5

計算する周波数帯域の下限値と F 値の関係

4.1.2 周波数の制限帯域の下限値設定
4.1 周波数の制限帯域と精度検証

次に下限値を 1.1[Fs /F0 ] と設定し上限値を上昇させる

様々な擦り音のパワースペクトルを解析したところ，大

と図 6 ような結果が得られる．細かな指の本数の判定の精

きく変動する周波数成分は F0 と第 2 高調波であることが

度を考慮した場合, 1.1[Fs /F0 ] < n ≤ 2.7[Fs /F0 ] が最適値

確認できている．また，指本数が 2 本以上の場合，各指が

であることが分かる. 以降の検証ではこのモデルおよび最

発する擦り音の F0 は比較的近い値であり，一番低く検出

適値を用いる.

される F0 とその第 2 高調波の間に存在することがほとん

しかし注意するべき点として, ここで求められた最適値

どであることも確認できている．複数本指の場合，一番低

は現在の検証用モデルデータ (図 4) における最適値である

い F0 の第 2 高調波と第 3 高調波の間に，他の指の第 2 高

ため, モデルデータを変更させた場合は再度最適値の導出

調波が入ることになるため，一番低い F0 の第 3 高調波ま

を行う必要がある. また今回用いたモデルデータは比較的

でを GMM のモデル構築に用いることとした.

性能の高いものを検証に用いたため, 他のモデルデータを

4.1.1 周波数の制限帯域の上限値設定

用いた場合の単数本指と複数本指の識別精度は 60% ∼ 80%

そ こ で ま ず 初 め に 周 波 数 帯 域 を 1.0[Fs /F0 ] < n ≤

2.0[Fs /F0 ] に設定し，下限値を上昇させることで最適値を

のものが多く, 正確な指本数認識の精度は 20% ∼ 60% と
精度のばらつきが大きい.

検証する.(図 5) また，今回用いる擦り音モデルと同一環
境・同一被験者で収録された擦り音データを未知データと
して扱う．結果として精度に大きな変化が見られないが,
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4.2 GMM の混合数と精度検証
擦り音モデルと同一環境・同一被験者で収録された擦り
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図 6

計算する周波数帯域の上限値と F 値の関係

音データを未知データとして固定し，擦り音モデルにおけ

図 8

別手法によって生成された 1 本指の擦り音モデル

る GMM の混合数を変化させることによって，識別制度が
どう変わるかを検証する．図 7 より，GMM の混合数を上
げていくことで単数本指と複数本指の識別精度の精度向上

て取得し, K 倍音のピーク値を p(K) として定義し, 次式を
用いて一本指の擦り音モデルを生成する.

は微弱だが, 2 本指, 3 本指の識別精度が最大 70%近くにま
で向上し, GMM の混合数が精度に大きく関わっているこ
とが分かる.

p(x) =

K
∑

2.5Σk · p(k)N (x; µk , Σk )

(3)

k=1

この式における混合係数を各倍音成分のピーク値 p(K)
と分散値 Σ を用いて 2.5Σk · p(k) とすることで入力波形の
各倍音の成分量と合わせている.
これらによって生成されたモデルと入力波形のパワース
ペクトルを相互相関値 (式 4) を導出し, それらを閾値より
下回る値であれば単数本指としてみなし, 上回れば複数本
指としてみなしている. 相互相関値を求める際は, 生成さ
れたモデルデータが持つ周波数帯域のみで計算することに
注意する必要がある.
図 7

GMM の混合数と F 値の関係

CCV = 1 −

Σx(i)y(i)
Σx(i)2

(4)

5. 別手法による単数本指と複数本指の識別
前述の指本数識別手法の結果として, 生成されたモデル
によって精度に大きなばらつきがあり, 特に複数本指にお

以上の手法を図 3.2 における各 GMM と積和演算する処
理部と置き換えることで, 擦った指の本数認識を行う.

ける細かい識別は多くのモデルで精度が低い. そのため現
状, 単数本指と複数本指の識別を調波構造が一つだけ現れ
ているかどうかのみで判定しているに近いことがわかる.

5.2 別手法における性能検証
本手法において最も重要なのが適切な相互相関値閾値の

そこで, 複数本指での擦り音を一つの判定として見なす

設定である. よって 0.01 ∼ 0.10 までを 0.01 刻みで閾値を

ことを前提として, 別手法として以下の手法を提案するこ

変化させ, 各指本数ごとの再現率を確認する. また今回は細

とで, EM アルゴリズムによる学習フェーズ, 指本数毎のモ

かな指本数の識別は考慮されていないため, type2 と type3

デル生成および周波数の制限帯域の導出の過程を省いた.

は複数本数指の判定が得られたものが成功とみなしている.
今回は分散値を 0.10 に設定して行っている

5.1 別手法によるモデル生成および識別処理
まず与えられた入力波形から最低周波数のピーク値を取

再現率としては type1 と type2 のみが 7 割以上の再現率
で識別できたもの type3 が比較的再現率が低いことが分か

得し, その値を F0 と仮定して F0 正規化を行う. 次にその

る. この再現率を基準として, 様々なパラメータを調節お

倍数に当たる周波数成分の値を各倍音成分のピーク値とし

よび改良を行うことで再現率の向上を目指す.
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5.2.2 ガウス分布の分散値変化による再現率検証
次に, 式 3 における分散値 Σ を 0.05 ∼ 0.12 の間で変化
させることで, 各分散値における相互相関値閾値の最適値
および最適値における再現率がどのように変化するかを図

11 で示す.

図 9

別手法における指本数認識の再現率

5.2.1 カイザー窓のα値変化による再現率検証
現状, FFT に用いている窓は可変が容易なカイザー窓を
用いている. カイザー窓は次式 (式 5) によって定義されて
いる. ここでの I0 とは, 0 次の第 1 種変形ベッセル関数を

図 11

ガウス分布の分散値と再現率の関係

指しており (式 6), またαとは窓の形状を決める任意の実
数, 整数 n は窓の長さにあたる.

結果として分散値 Σ が 0.05 のときが type1 が 83%, type2

}
{ √
2
I0 πα 1 − (2kn − 1 − 1)
w(x) =

I0 (πα)

が 92%, type3 が 84%と各 type の再現率が平均的に高いこ
とが分かる. また, その時における閾値も 0.04 と他の分散

(5)

値より小さいことが分かる. このことから, 相互相関値閾
値の最適値が可能な限り低くなるように分散値を調整を行

( x )2m+a
(−1)
J0 (x) =
m!Γ (m + a + 1) 2
m=0
∞
∑

うことで各 type の再現率が高い水準になることが予想さ

m

(6)

れる.

6. Bathcratch+
これまではこのα値を 5 で固定していたが, このα値を

元々の Bathcratch では，擦った際に鳴るスクラッチサ

変更することによってどのように再現率が変化していくか

ウンドのセットを複数種類用意してあり, これを浴槽縁に

を検証する.

埋め込まれた静電容量方式タッチセンサを用いて切り替え

結果, α値によって再現率が大きく異なるといった結果

を行っていた. Bathcratch+ではこのスクラッチサウンド

が得られた. この変化率は改良手法 A より大きいことから,

セットのの切り替えを, 擦った際の指の本数が単数本指か

調整していくパラメータとしては優先度の高いものである

複数本指であるかを識別することで切り替えを行うように

と考えられる. またこれ以降のお風呂場での検証ではα値

した．これまでは，タッチセンサの反応速度の都合により，

を最適値である 3.5 に設定し検証を続ける.

サウンドセットの切り替えには数秒の時間を要していた．
擦り音の指本数識別処理により，この切り替え時間は格段
に速くなった．これにより，浴槽での DJ スクラッチ演奏
の表現の幅が拡がったと言える．

7. おわりに
本研究は, 先行研究で提案された擦り音検出によるエン
タテインメントシステム Bathcratch に対し，擦り音検出
部分について指の本数まで識別する機能拡張に取り組ん
だ．そして，1 本から 3 本までの指本数で擦った音から各
本数の擦り音のパワースペクトルから GMM を構築し, そ
れらを用いて指本数識別について試みた. 現状の性能評価
図 10 カイザー窓のα値と再現率の関係

からは，生成されたモデル毎の精度に大きなばらつきがあ
り 2 本と 3 本とを安定した精度で識別することは困難では
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[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
図 12

Bathcratch+における指本数による操作切り替え例
上) 一本指 下) 複数本指

あるものの, それらを複数本での擦り音と見なすことで, 1
本指か複数本指かの識別は安定して行えることは確認でき

[12]

[13]

た. また複数本での擦り音と見なすことを前提として, 入
力波形のパワースペクトルに合わせて構築した単数本指の

[14]

モデルを用いる手法でも 8 割を超える精度で判定を行うこ
とが可能であることが分かった.

[15]

今後は, 課題点としてあげられる雑音処理および識別精
度の向上を目指す. 精度向上案として, 図 3 から分かるよ

[16]

うに対数パワースペクトルを用いると高調波においても大
きい成分が見られるため, 高周波域における調波構造の違

[17]

いに着目することで精度向上に繋がることが考えられる.
またこれらの指本数識別のシステムを Bathcratch 以外
にも, 擦り音を鳴らせる水場において扱える入力インター

[18]

フェースと一つとして拡張していく. 他にも指を往復して
こすった際のピッチ変動を捉えることで往復処理を識別す

[19]

ることも考えられ, 擦り音による操作の機能拡張を更に追
求していきたい。

[20]
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