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身体を用いた多人数で楽しむ音楽演奏ツールの提案
星島 佑哉1,a)

谷地 卓1

郷原 颯1

清水 哲也1,b)

概要：音楽を用いたコミュニケーションでは多人数で共感し楽しむことが容易である．例えばライブコン
サートでは，同じ音楽を共有することで一体感を楽しむことが可能である．そこで本研究では，音楽を用
い，さらに身体を動かすことで楽しみながらコミュニケーションを図るツールの提案を行う．このシステム
は，頭上から下向きに kinect を設置し，観測範囲内の人間の位置や，姿勢などの情報から音楽を演奏する．

Proposal of Playing Music Tools to Enjoy Multiplayer using Movement
Yuya Hoshijima1,a)

Taku Tanichi1

Hayato Gobara1

Tetsuya Shimizu1,b)

Abstract: In the communication using music it is easy to enjoy and sympathize by many people For example, in a live concert, by sharing the same music it is possible to enjoy a sense of unity communication tools
while enjoying using music and movement. The system set up a kinect look down from high position to play
in the information of the human position and attitude

1. はじめに
元来，人間のコミュニケーションは「Face to Face」で

そこで本研究は，身体を動かして音楽演奏を行うエンタ
テイメント性のあるコミュニケーションツールを提案す
る．本システムは，楽器の演奏技術がなくても演奏ができ

の対面型のコミュニケーションが中心であった．しかし近

ることで，体験者を選ばずに誰でも楽しめるよう考慮する．

年，情報通信技術の普及が進み，メディアを介した非対面

そのため，提案するシステムは，バッド型の MIDI コント

コミ ュニケーションが盛んに行われている．特に携帯電

ローラのように，音を一定のリズムで再生する方法で演奏

話端末（スマートフォンやタブレットなど）の高性能化・

を行う．

多機能化により，テキストや音声のコミュニケーションだ
けでなく，テレビ電話のように映像を使ったコミュニケー
ションを取れるようになってきている．しかし，メディア

2. 関連研究
2.1 Freqtric Drums[2]

を通じた非対面コミュニケーションでは，対面コミュ ニ

馬場らは「FreqtricDrums:他人と触れ合う電子楽器」で

ケーションより，感情の共有が難しいと考えられる．さら

触角を通じた対面コミュニケーションツールを制作してい

に対面コミュニケーションがからこそ生まれる，
「楽しさ」

る．これは対面同士のユーザが直に肌と肌を触れ合わせる

が存在する．

コミュニケーションツールの具体例として人と触れ合うこ

感情へ直接的に作用する音楽 [1] は，感情の共有にとて

とで楽器音を鳴らすことのできる電子楽器である．対面同

も優れていると考えられる．例えばライブコンサートでは

士，直に触れ合うといった，人間同士が近くにいるからこ

多人数が同じ音楽を共有し，共感することで一体感を楽し

そ可能なコミュニケーションの必要性や楽しさを認識でき

むことが可能である．

ることが「Freqtric Drums」の制作意図である．
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2.2 神楽 – KaGuRa[3]
中村俊介は「身体の動きを音楽と映像に変える『神楽 -

KaGuRa-』」で潔な仕組みで体験者が楽しく身体を動かし

120

たくなることを念頭に置いたインタラクティブアート「神

を行う．音の制御方法は Kinect v2[5] を使って，身体の動

楽」を制作している．神楽はカメラを用いて身体連続 画像

きを検出し制御を行う．Kinect v2 から得られた映像に処

をコンピュータへ送り，連続画像の明度差分比較によって

理を加え，プロジェクションマッピングすることで視覚的

変化のあった座標位置を特定する．そして座標位置に応じ

にも楽しめるようにする．

て音階を決定し，同時に映像に処理を加え，音と映像を出

まず，Kinect を用いて人間の姿勢と位置の情報を取得す

力する．これを繰り返し，身体の動きで音楽と映像を作り

る．次に，人間が特定の動きをすることで音の選択を行う．

出している．

さらに取得した位置の情報を用いて音の再生するテンポを
変更する．また，Kinect から取得した映像に音のエフェク

2.3 Audiopad[4]
James Patten らは「Audiopad: A tag-based Interface
for Musical Perfirmance」でエレクトロニックミュージ

トに適した処理を加える．
今回はプロトタイプとして，システム構成図を図 2 に
示す．

シャンが音楽パフォーマンスを行うための新しいインター
フェースを提案している．これはミュージシャンがパフォ
ーマンスの練習よりも MIDI コントローラのノブやスライ
ダーの効果を覚えることに時間を費やしているという問題
を解決するため，パックと呼ばれるものに音を割り当て，
その音を一定のテンポで再生することで音楽演奏を行なっ
ている．その音を割り当てられたパッグを卓上で移動させ
動かすことによって，音量やテンポを変更することができ，
卓上にボリュームやエフェクトの情報をプロジェクション
マッピングで投影する.

3. システム概要
本研究では複数人を Kinect で観測し，さらにプロジェ
クターからの映像出力を行う．図 1 のように Kinect とプ
ロジェクターを高いところから斜めに設置する．

図 2 システム構成図

人間の左手を用いてドラムのバス・ドラム，ハイハット，
シンバルを演奏できるシステムを作成する．プロトタイプ
では Processing[6] と PureData[7] を使用する．Processing
のライブラリ「Kinect v2 for Processing」[8] を用いて，

Kinect から人間の検出を行い，左手の形と位置の情報を
Open Sound Control[9] を用いて PureData に送信する．
PureData は送信された情報を元に音の選択と音量，テン
ポの変更を行う.
プロトタイプでは，演奏する楽器とテンポをある程度固
定するために，上記した楽器の種類とテンポも 4 パターン
のみ実装する．図 3 にプロトタイプの実行時のイメージ図
を示す．

図 1 システム環境図

本システムは，一人に対して一つの音を割り当て，その

図 3

プロトタイプ実行時のイメージ図

音のテンポと音量をリアルタイムに制御し，複数人で演奏
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評価を行う．

4. 結果
制作したプロトタイプでは，人間の左手を検出し，手の
形がグーの場合はバス・ドラム音，チョキの場合はシンバ
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実行画面では右手を使用しているように見えるがこれは

kinect の使用である．プロトタイプでは演奏中に人間同士
が重なってしまい認識されなくなってしまうことがあっ
た．複数人で同時に音を変化させると，BPM の情報が混
ざるなどの問題が発生した.

5. おわりに
本研究では，身体を動かして音楽演奏を行うエンタテイ
メント性のあるコミュニケーションツールのプロトタイ
プ開発を行った．プロトタイプでは演奏中，人間が移動す
る際に人間が重なってしまい認識されない問題があった．
このシステムは Kinect で人間の姿勢をとる必要があるた
め，上から真下に向けて設置することはできない．従って，

Kinect の台数を増やし，観測範囲内での死角を少なくする
必要があると考えられる．
他にも複数人で音楽演奏を行うと，データが混ざってし
まうなどの問題があった．これはリアルタイムに音を変
化させるため Processing と PureData 間の通信頻度が高く
なっているのが原因と考えられる．従って，通信を行わず
一つのプログラムで処理をする必要があると考えられる．
今後は，今回研究結果を基に，複数台の Kinect を用い
て問題を解決しる．さらに，プレイエリアの拡大をするこ
とにより，現在は手の位置のみである情報を人と人の距離
や手を繋いでいるなど，トリガーを増やし多様な演奏がで
きるようにする．そして，本研究の最終目的であるエンタ
テインメント性のあるコミュニケーションツールとしての
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