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LanternFish:
ライブエンターテインメントにおけるインタラクティブ照明
演出の拡張
室崎 之典1

小野 龍一1

羽田 久一1

概要：本稿では，照明システムによる空間の演出に対して，観客がどう参加するかということに着目した．
誰もがスマートフォンで容易に使えるよう設計されたインターフェースを通じ，インタラクティブに照明
の光をコントロールすることにより参加型エンターテインメントを実現させるためのシステムを構築する．
本システムでは LED を搭載したバルーンを観客の頭上に浮かせるという照明演出を，演者ではなく観客
によるインタラクティブなコントロールを可能にする．

Expansion of Interactive Illumination Eﬀect in the Live Entertainment
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Ryuichi Ono1

Hisakazu Hada1

Abstract: This paper proposes a new way of audience participation to live concert, through interactive lighting eﬀect. This lighting eﬀect actualizes interactive entertainment, where audiences create various lighting
patterns interactively through devices installed on the floor,
In this system, lighting eﬀects (balloons with LED lights floating above audiences) of the concert are interactively controlled not by musicians, but by audiences. By using balloons above audiences, it directly feedbacks
participation results, in the physically close distance, to audiences.

1. はじめに

ることとなった．LED を使った照明演出は多くあるが，空
中での要素を含むものはドローン以外ほとんどない．かと

近年，ライブエンターテインメント市場の拡大に伴い

いってドローンを使用した空中での演出システムの場合，

様々な演出方法やシステムが生まれてきている．しかし，

屋内の現場ではかなりプロペラ音が発生し，音楽の妨げに

ステージ側での演出システムは整っているが，観客席側は

なると同時に，落下や接触などの危険性を伴う．

まだ演出としては乏しい．特に演出効果の高い上方向での
演出はあまり多くなく，未開拓である．
このことから，あまり演出はされることがない観客の上

そこで，空中での演出が実現可能なものとしてバルーン
が挙げられる．バルーンはヘリウムガスにより空中に長時
間浮かせておくことが可能である．バルーンの中に LED，

方に着目することで，エンターテインメントの世界がより

マイコンボード，バッテリー等を搭載するとしても本体を

身近になり，体感できるという新たな視点が生まれること

軽量化すれば十分浮かせることが可能になる．それに加

に気づいた．ステージでの演出の場合どうしても観客席と

え，空中に光を浮かせることで非日常的な世界観の表現が

の距離が生じてしまうが，この演出の面白みは観客の真上

可能になり，照明演出の幅が広がる．

で行うことにより，今までよりもっと身近に体感出来る点
にある．
よって，観客の頭上方向に新たな照明システムを研究す
1
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更に，浮かせることによって天井から吊るすといったよ
うに固定する必要がなくなる．また，屋外での使用の際，
天井がなくても容易に導入が可能となる．そのため場所を
選ばずバルーン単体で使用することができるという強みが
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ある．
観客の参加という点において，観客がどのように演出に
参加するのかという問題は，人とコンピューターのインタ

ンの反応として，光の変化を返すことでインタラクション
が成立することを利用し，観客を演出に参加できるように
している．

ラクションに着目すれば解決できる．観客がコンピュー

この「teamLabBall(チームラボボール)」[1] はアクショ

ターを通じて演出に参加し，それを体感する．コントロー

ンによる光の反応だけではなく，指定した色に一斉に変化

ルしているという感覚を与えることができれば，演出に参

させることも可能としている．このシステムを可能にする

加しているといえる．

のは P2P を利用した無線システムである．一つのデバイ

2. 関連研究

スから幾つものに対して信号を送るネットワーク方式のク
ライアント-サーバ方式ではなく，P2P（Peer to Peer) 方

近年ライブエンターテインメントにおいて LED などの

式により，ボール同士を同期させることでデバイスからの

テクノロジーを利用した演出が徐々に増えている．しか

操作は一つのボールに対してのみの信号となるため信号が

し，多くの場合見せるための演出であり，観客の参加型と

交錯することなく一斉に同じ色に変化させることが可能と

いう仕組みは取られていない．

なる．しかし，人が触ることを前提で作られているため，

ライゾマティクス（Rhizomatiks）[2] が発表したドロー

風船のように空中で浮遊することはない．

ンを使ったパフォーマンスの演出が関連としてあげられ

観客が参加するライブ演出システムとして，イギリスの

る．これは複数の LED を搭載したドローンをプログラム

RBconcepts 社が開発したリストバンド「Xylobands」[5]

で飛行制御し，パフォーマーとステージ上でパフォーマン

というものがある．これは LED を搭載したリストバンド

スするというものである．次世代のライブ演出として空中

で，観客一人一人が持つ全てが同期している．そのため演

に存在する照明演出は，固定されたものよりはるかに自由

出側の操作で会場が全体が一つの照明演出のようになる．

度が高く，表現できる幅が広い．しかし，この演出システ

一人一人が全体の演出の一部になるため，観客自身参加し

ムはステージ側であって，観客席側でのインタラクティブ

ているという感覚が得られる．

な演出ではない．

2013 年に「アルスエレクトロニカ (Ars Electronica)」オー
スオリアのメディアアートの祭典で発表された「Spaxels

3. 浮遊型照明システムの提案
本システムの目的は観客が参加でき，空間演出の幅を広

Lightpainting」[3] という作品もライゾマティクス同様，

げる照明演出システムの構築である．本稿で述べる観客が

LED を搭載したドローンを利用している．このドローンを

参加するというのは，観客が起こすアクションがライブで

数十個使用し，空中で様々な陣形をとるようにプログラム

のライティングなどの演出に対して影響を与え，その反応

されている．それにより，空中で絵を表現する．また，ド

が見える形となって現れることである．空間演出とは，ラ

ローンがどう動くかまで細かく計算されているため，長時

イブなどを行う空間を魅力的に感じさせるための工夫であ

間露光撮影により空に絵を描くということも可能である．

る．これを実現させるために必要となる要素は，次のよう

他に LED を使ったライブ演出としては藤本実氏が 2011

なものが挙げられる．

年に発表した「ライティングコレオグラファー (Lighting

• 空中に浮く

Choreographer)」[4] というものがある．これは全身に無

• 無線化

数の LED を装着し，ダンスパフォーマンスに合わせてラ

• 光の表現

イティングするという照明演出システムで，ダンサーの表

• 簡単な無線操作

現を拡張し，ダンス単体では表すことができない新たな見

• 形の美しさ

え方を生み出した．

なぜこれらの要素を挙げたのかを詳しく見ていく．まず

上記の３つの研究は，LED とプログラム制御を利用した

空中に浮かせることは観客の上方で演出することを前提と

新しいライブ演出のシステムではあるが，誰もがインタラ

し，且つ照明の拡張表現として不可欠になる．また，観客

クティブに参加できるという要素はない．

の上に浮いたバルーンを用いることで，インタラクティブ

そういった中で，チームラボが開発した「teamLabBall

に演出に参加した結果が身近に感じられる距離での演出が

（チームラボボール）
」[1] は観客とのインタラクションをメ

可能となる．どこかに固定で設置されるより，空中に浮く

インに作られた照明演出で，人がボールに触れるというア

ことで揺らぎなどが合わさり，表現の幅を広げることが可

クションにより光の色などが変化する．インタラクション

能となる．空中に浮くものは基本的に日常生活にはなく馴

性を取り入れたことで，ライブにも応用できるため，多く

染みがないため，その要素だけで非日常のエンターテイン

のライブに演出として使われている．LED を搭載した弾力

メントの世界観を表現することが可能となる．

性のあるボールを幾つも観客の頭上に弾ませ，手が触れる
と光の色が変化する．これは人のボールに対するアクショ

c 2016 Information Processing Society of Japan
⃝

次の無線化は必須要素である．広い会場でも遠隔操作が
可能でなければならない．

144

図 1 LED を点灯させたバルーン

図 2

図 3

内側部分の LED とマイコンボードを搭載した正八面体

システム構成

次の光の表現に関しては，アクションに応じて，どう光
りで表現するかというものになる．これがインタラクショ
ンの成立において重要な反応部分でもある．
簡単な無線操作とは，基本的には観客が操作するものな
ので，エンジニアではなく誰もが簡単にデバイスから操作
可能なものにしなければならない．
形の美しさについては，正八面体のように面が 8 方向に
あると，場所によって光の見え方が異なり，各面で光り方
を変えることにより球体などの面のない形状よりも多様性
のある表現が可能になる．
図 4 web アプリケーション

4. システムの概要
前述の提案に基づいてこれらを実現させるための設計と

浮かせることで実現させる．

して，バルーン本体を正八面体の二重構造で構成した．ビ
ニールで出来た大きな正八面体のバルーンの内側に小さな
正八面体を配置し，小さい方の各面に LED を配置するこ

4.1 LED 制御
LED の制御は「ESP8266」を用いた開発ボード「ESP-

とで８つの面による自在な光を見せることが可能になる．

WROOM-02」に書き込んだプログラムを web アプリケー

まず核となる内側の正八面体の設計する．LED にはシ

ションで操作する．ESP 側のプログラムでは，LED の光り

リアル通信により色を変化させることが可能なフルカラー

方をパラメーターで制御できるようにし，パラメーター値

LED である「WS2812b」を使用．そして，それを後述す

を web アプリケーションから受信できるようにしている．

る「ESP8266」という Wi-Fi 内蔵型マイコンでコントロー

無線システムの構築は，ESP-WROOM-02 に LED 制御

ルする．web 上のアプリケーションを使って Wi-Fi で信号

と信号受信のプログラムを書き込み，LED とバッテリーを

を送信し，ESP8266 でその信号を受け取り LED を制御す

接続する．ESPWROOM02 の中に Web サーバが動いてい

る．その核の部分を外側の正八面体に固定し，ヘリウムで

て、外部からブラウザでアクセスすることが出来る．
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4.2 web アプリケーションシステム
図 4 のようにスライダーが配置してあり，それぞれの
スライダーを操作することでパラメーターの値を ESP-

WROOM-02 に送信することができる．この通信は，WebSocket という通信方式により通信が行われている．手元の
PC にある GUI を，ブラウザを通して WebSocket 通信し
ている．

4.3 本体の設計
図 5 実際にライブ会場で使用している様子

本体の素材はビニールを使用する．ビニールは軽く，半
透明で，加工しやすいためである．大きさの設計では，野
外だけではなく屋内で使用することも考慮し，天井と接触
しても観客の障害にならない大きさにしている．大きさは
プロトタイプのフィードバックを受けて，高さが 75cm，横
3

で同じように光るようにした．
実験の結果，1 つの信号から 2 つの LED システムを同

53cm，体積 70181cm となっている．この大きさでは 70

時に制御することに成功した．見栄え的には，光が浮いて

リットルのヘリウムガスを入れることができるため，理論

いるように表現でき，幻想的な空間を演出することができ

上バルーン本体含め約 78g のものを浮かせることができる．

た．しかし，このシステムでどの程度個数を増やしても制

バルーンの制作手順としては，ビニールを正三角形に８

御可能かという課題が生まれた．

つ切り出し，それを正八面体になるように一面ずつ貼り合

上記の結果から，現段階では複数の端末上の web アプリ

わせていく．接着加工には，熱でビニールを溶かして接着

から同時に信号を受け取ることはできないため，誰もが演

するシーリング器を使用．接着後は接着箇所が露出しない

出に参加できるシステムではないが，誰でも簡単に操作が

ように裏返す．

できるので，アプリケーションで観客が操作することで観

中心部の設計は，厚紙で正八面体の展開図を切り出し，
それに LED を貼り付け，回路をつなぎ，LED 制御のプロ
グラムと Wi-Fi の受信プログラムが書き込まれたマイコ
ンボードを中に設置する．[図２] 中心部をバルーン本体の
中央に配置するのは，糸により横 4 点を結ぶことで固定で
きる．
本体部分は，ヘリウムガス注入のためとバッテリーの交
換のためのノズル口を長方形の形に本体下側に作る．バッ
テリーは充電するために出し入れをする必要があるので，
ヘリウムガスの注入口をそのまま利用する．

5. 実験と評価
プロトタイプの実験ではヘリウムガスを入れて飛ばして
みたところ，バルーンの浮力より中身の重さの方が大きく

客主体のライブ演出に近づくことができた．
．

6. まとめ
本研究では，まだ一般的となっていない観客主体のライ
ブエンターテインメント実現のための，バルーンを利用し
たインタラクション型照明演出システムの提案し，実装を
行った．
本演出システムでは web 上のアプリケーションのスライ
ダーやボタンを操作することにより，バルーン内に搭載さ
れた LED をコントロールできる．無線での信号の送受信
には Wi-Fi を用いている．これを実装したシステムの実験
により遅延なく操作した信号を受信し，同時に 2 つの LED
バルーンを制御することに成功した．

なり，浮き上がることができなかった．それを踏まえて新

今後の課題は，バルーンが複数個になった場合に，安

たに各辺 10cm 増しのバルーンを制作したところ，中身の

定したネットワークをどう構築するかという問題がある．

重さを削減せずとも浮かせることができた．通信に関して

Wi-Fi は多くの人がスマートフォンなどの端末を持ってい

は，Wi-Fi 通信なので壁などの遮蔽物がなければ 100m 程

ると，屋内では混線しやすく不安定になる可能性が高い．

度は十分通信可能であった．操作面では，パラメーター操

なので，数を増やす場合どのようなネットワークを組むか

作はレイテンシなく反応させることができた．

が大きな課題である．

以上のことを簡単なテストで確認し，実際のライブ会場

今後の展望は，複数の観客のスマホから web ブラウザを

で使用実験を行った．この実験では，まだ GUI が手元に

開き，自由に LED を制御できるようにシステムを構築す

ない状態では遠隔操作することができないため観客側では

ること伴に，同時に幾つものバルーンを安定して制御でき

なく，制作チーム側で操作をし，２つのバルーンを同時に

るようなネットワークの仕組みを構築することである．

同じように光らせることを試みた．1 つの web アプリから
２つに同じ信号を送信し，その信号を同時に受信すること
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ライブにおいて実際に観客が参加し，実用可能となるた
めに更なるシステムを構築する．
146

参考文献
[1]

[2]

[3]
[4]

[5]

チ ー ム ラ ボ：チ ー ム ラ ボ ボ ー ル, 入 手 先
⟨https://www.team-lab.net/jp/works/teamlab-ball2⟩ (2009).
ラ イ ゾ マ テ ィ ク ス：24 ド ロ ー ン, 入 手 先
⟨https://research.rhizomatiks.com/s/works/24drones/⟩
(2015).
SPAXELS：Ars
Electoronica,
入 手 先
⟨http://www.aec.at/spaxels/⟩ (2013.12).
藤本実, 藤田直生, 寺田努, and 塚本昌彦, Lighting Choreographer:ウェアラブル LED パフォーマンスシステムの
設計と実装, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, vol.
16, no. 3, pp. 517525, Sep. 2011.
Xylobands:ホ ー ム ペ ー ジ,
入 手 先
⟨http://www.vainqueur-corp.com/xylobands/⟩ (2012).

c 2016 Information Processing Society of Japan
⃝

147

