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スマートタンバリン：音と光で場を盛り上げるカラオケ支援
システム
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概要：複数人でのカラオケでは、メンバー間のコミュニケーションが重要である．しかし，従来のカラオ
ケでは歌い手の歌を聴き手が聴くのみで，聞き手がカラオケに能動的に参加し，それを歌い手に伝える手
段は十分ではなかった．本研究では，そうした観点から，タンバリンを用いたカラオケ支援システムの研
究を行ってきた．本稿では，このシステムを 3 つの点で改良する．1 つ目は，光る機構を導入し，音だけ
でなく光を活用した演奏をも可能にする．2 つ目は、タンバリン譜をあくまで「参考」として表示すること
とし，表示されたタンバリン譜よりも積極的な演奏を認めることとする．3 つ目は，シンバルを抑えるこ
とで音量を抑える機構を導入する．3 週間に渡る実験の結果，くり返し使っても飽きによって参加者の評
価が下がることはなく，本システムを使うほど参加者間で視線を送り合う回数が増えるという結果が得ら
れた。しかし，光る機能と音量調節機能については，実験内ではあまり活用されなかった．
キーワード：カラオケ, タンバリン, 演奏支援, MIDI

Smart Tambourine: Karaoke Support System that Enhances the
Excitement with Sound and Light
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Abstract: In karaoke with multiple people, communicating with each other is important. However, it has
not been necessarily achieved in existing karaoke spaces; for example, non-singing participants just listen
to singing and do not express that they enjoy karaoke with an active behavior. From this point of view,
we have developed a karaoke support system that facilitates non-singers’ active participation in karaoke by
playing the tambourine. In this paper, we introduce the following three functions: (1) lighting function,
which allows players to perform considering visual eﬀects, (2) a tambourine instruction as reference, which
allows players to perform more flexibly, and (3) cymbal restriction function, which reduces the volume of the
tambourine sound. The results of experiments for three weeks show that the evaluation of our system by
the same participants did not lower even if they use it repeatedly, and that the participants tended to meet
each other”s gaze more frequently as they play the tambourine more. However, the lighting function and the
cymbal restriction functions were not frequently used in the experiments.
Keywords: Karaoke, tambourine, musical performance support, MIDI
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カラオケは娯楽の 1 つとして広く根付いている．カラオ
ケを楽しむ理由はいくつか考えられるが，仲間同士の親睦
を深めることがあげられる．この場合，カラオケの参加者
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同士の相互のコミュニケーションが重要である．つまり，
歌い手は自らの歌唱を聴き手に伝えるだけでなく，聴き手
はその歌唱を聴き，楽しんでいることを何らかの表現で歌
い手に歌えることが重要である．
現状のカラオケでは必ずしもこのようになっていない．

シリアル LED は 10 個取り付けてあり RGB 各色 256 段
階で光らせることができる（図 2）．
スマートタンバリンを光らせることで，聴き手はタンバ
リンの演奏だけでなく光によってノリ，同調を示すことを
可能にし，さらに光でカラオケを演出することを楽しめ，

聴き手は単に歌い手の歌唱を聴くのみで，能動的に関わろ

その演出で歌い手のコミュニケーションをとることができ

うとはしないことが少なくない．カラオケ店にはタンバリ

る．また光の演出をすることで，タンバリンの演奏に適さ

ンやマラカスのような小道具が備えられていることが少な

ない静かな曲でも聴き手はカラオケを楽しむことができる．

くないが，必ずしも十分に活用されているとは言いがたい．

サーボモータを組み込むことで，タンバリンの音を鳴ら

これまで, カラオケにおける歌唱修正 [1] や背景映像の自動

すシンバルを押さえつけるパーツをサーボモータに着け，

生成 [2] などは取り組まれてきたが, 打楽器を用いてカラオ

サーボモータでシンバルの開く幅を狭くすることで音量を

ケのコミュニケーションを支援する取り組みは行われてい

小さくすることが可能になる．これにより静かな曲に合わ

なかった. また, 一般的な場面における打楽器演奏支援の

せて小さな音で演奏したり，タンバリンの音が出ないよう

研究 [3] はあるものの, カラオケでの打楽器演奏に着目した

にし光だけを楽しむことができるようにする．

ものではなかった.
以前，そうした観点から，Wii リモコンをタンバリンに
組み込めるタンバリンを 3D プリンターで作成（以下，Wii

このスマートタンバリンは同時に複数接続できないため
複数人で演奏するときはスマートタンバリンは 1 つのみで
残りの叩き手は Wii タンバリンを使用する．

タンバリンと呼ぶ）し，タンバリンの叩き方を画面に表示
し，複数人に向けたタンバリンの演奏支援システムを提案
した [4]．その結果，タンバリンを叩くきっかけを与え，特
にタンバリンの叩き手が知らない楽曲に対して適切なタン
バリン演奏ができるようになり，カラオケの盛り上げに一
定の貢献をすることができた．しかし，楽曲によってはタ
ンバリン譜が難しく，正しく演奏できないという問題（難
度の問題）も発生した．さらに，叩き手から歌い手への働
きかけがタンバリンの音を出すことだけであり，他のモダ
リティを十分に活用できていないという問題（モダリティ
の問題），曲調によってはタンバリンがうるさすぎるとい

図 1

スマートタンバリンの中身

う問題（音量の問題）が確認された．
そこで，難度の問題については，タンバリンを演奏する
目的が，あくまで楽曲を楽しんでいることを周りに伝えて
カラオケを盛り上げることであり，指定されたとおりにタ
ンバリンを叩くことではないことに鑑み，表示されるタン
バリン譜を簡略化し参考として提示し，さらに，タンバリ
ン演奏における参加度を定義し，参加度をフィードバック
することで解決を図る．モダリティの問題に対しては，タ
ンバリンに光る機能を追加する．タンバリンを叩いたタイ
ミングで光る機能であるが，音量制御機能と併用すること
で，タンバリンの音をほとんど出さずに光らせることも可
能である．音量の問題に対しては，タンバリンに備わって
いるシンバルを上下から押さえつける機構を導入すること

図 2

スマートタンバリン

で，タンバリンの音量を制御を可能にする．

2. スマートタンバリンの設計

3. 「参考」としてのタンバリン譜表示

スマートタンバリンは，Bluetooth モジュール・加速度

タンバリン譜を表示し，表示に対して正しく演奏できて

センサー・サーボモータ・シリアル LED・リチウムイオン

いるときフィードバックを行っていたために，ユーザが表

電池を組み込み Wii タンバリン同様 3D プリンターで，材

示に合わせて正しく演奏しようとするが，正しく演奏でき

料は PolyMax PLA を利用し, 作成した（図 1）．

ない場合があるという問題（難度の問題）が生じた．そこ
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で，スネアを基にタンバリン譜を生成し A メロ，B メロな

• 画面上部 1 行目

ど曲の構成ごとに一番多い小節ごとの演奏を指示すること

画面上部 1 行目の，5 つの縦線が横に並んだものが表

で，シンプルなものにし「参考」として表示し，フィード

示されている領域に，タンバリン譜が表示される．タ

バックを積極的・能動的な演奏に対して行うことで様々な

ンバリン譜は 1 行で 1 小節に対応し，縦線は拍節を表

叩き手のレベルに対応する．ただし，多くの楽器が同じメ

す．ここにタンバリンを叩く・振るを示すアイコンと

ロディを鳴らすキメ部分では，キメに合わせて演奏するよ

現在の演奏位置を表す太線が表示される．

• 画面上部 2 行目

うに指示する．

画面上部 2 行目には，サビと間奏では「盛り上がると

3.1 演奏参加度のフィードバック

ころ」と表示し，そこで，全員の演奏参加度が 3 にな

タンバリン譜の表示に合わせて正しい演奏した時にフィー

ると，
「Good」というフィードバックをする．キメの

ドバックを行うと，難度の問題が生じてしまう．そこで，

3 小節前からは「○小節後にキメ」という文字とキメ

ユーザの演奏を促すために，積極的・能動的な演奏に対し

の小節の譜面が表示する．それ以外では「分からなけ

てフィードバックを行う．本システムでは，1 小節の間に

れば上のリズムを参考に」という文字を表示する．

どれだけタンバリンを叩いたかを演奏参加度と呼び，次の

• 画面中央

3 段階に分けそれをフィードバックする．

画面中央部には通常のカラオケと同様に歌詞が表示さ

( 1 ) 全く演奏していない．

れる．文字の色が曲の進行と同期して流れるように変

( 2 ) 演奏はしているが表示されているタンバリン譜以下し

化する．

かタンバリンを叩いてない．

( 3 ) 表示されているタンバリン譜より多く叩いている．

4. システムの実装

• 画面下部
画面下部には人のアイコンが表示され，叩き手の演奏
参加度によってこのアイコンの表情が 3 段階に変化す
る．また，叩き手が 4 小節以上タンバリンを演奏しな

本システムの大きな特徴は 3 章で述べたように，タンバ

いとき，その叩き手のアイコンの上に「演奏しよう」と

リン譜の表示がシンプルで，演奏参加度に対するフィード

いう文字が表示される．叩き手全員の演奏参加度が一

バックを行う点である．これを可能にするために，システ

番高くなった時に，すべてのアイコンが手を振る．ど

ム画面は，システムの画面上部でタンバリン譜を上の行に

のタンバリンにどのアイコンが割り当てられるかは，

表示し，下の行に演奏のアドバイスなどを行う．画面中部

左からスマートタンバリン，赤い Wii タンバリン，白

は，カラオケの歌詞を表示する．画面下部では，それぞれの

い Wii タンバリンとなる．

ユーザに割り当てたアイコンが表情で演奏参加度のフィー
ドバックを行う．

5. 長期実験
5.1 実験の目的

4.1 システム画面

本実験では，システムを 3 人 1 グループで 1 時間のカ

システム画面は，通常のカラオケと同様に歌詞が表示さ

ラオケを 6 回行ってもらった．歌い手や叩き手，タンバリ

れ，その上部に演奏のアドバイスが表示され，さらに上に

ンの使用について強制せずに普段どおりのカラオケの環境

タンバリン譜が表示される．歌詞の下部の人のアイコンは

に近い状態で，システムによりタンバリの演奏を促せてい

叩き手の演奏参加度に合わせて表情が変わる（図 3）
．表示

るか，コミュニケーションは生まれているか，カラオケの

部の詳細は以下に示す．

満足度などを検証し，それが長期的に効果があるのか調査
する．

5.2 被験者
被験者は，同じサークルに所属する 9 名の大学生の 3
グループと同じゼミナールの 3 名の大学生の 1 グループ
（19∼24 歳，男性 7 名，女性 5 名）である．

5.3 実験環境
実験は実際のカラオケ店のカラオケルームにて行った．
カラオケの再生にはカラオケルームに設置された機器で
図 3

システムの画面例

はなく，我々があらかじめ用意した MIDI ファイルを用い
た（ヤマハミュージックデータショップ [5] にて購入）
．こ
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の MIDI ファイルには歌詞情報などの必要な情報が埋め込

と，実験で歌われた曲の演奏参加率の平均（図 5）で相関

まれているものとする．持ち込んだ PC を市販の MIDI 音

を求め，相関係数は 0.528，p 値は 0.007 となった.

源に接続し，この MIDI 音源のオーディオ出力をカラオケ
ルーム内のアンプの入力端子に接続した．マイクはカラオ

5.7 考察

ケルームに常備されているものをそのまま用いた．本シス

前節で述べた実験結果に対して, 次のように考察する.

テムの画面は，カラオケルーム常設の大型ディスプレイに

• アンケートの Q1∼Q5 において，どの評価項目におい

出力される．タンバリンについては，2 章のスマートタン

ても 1 回目の実験時と 6 回目の実験時で評価の平均が

バリン 1 つと Wii タンバリンを 2 つ使用した．

0.25 よりも下がることはなく，システムを長期的に使
用しても，カラオケ支援としての効果が大きく下がる

5.4 実験手続き

ことはなかったといえる．

各グループ 1 回目の実験時にシステムの使い方などにつ

• Q1（タンバリンの演奏アドバイスが表示されるカラオ

いて 30 分ほど説明を行い，タンバリンの使用については

ケは良かったか？）の評価の平均は，実験を重ねるご

自由な状態で 1 時間システムを使ってカラオケ実験をして

とに上がっているので，被験者はシステムの演奏アド

もらってた．それ以降のカラオケ実験実験では，システム

バイス表示部に飽きることなく，カラオケを楽しめた

の説明を行っていない．カラオケ中は，コミュニケーショ

と考えられる．

ンを行う際に相手を見るだろうという仮定のもと，どのく

• カラオケ中にメンバーに視線を送った回数と演奏参加

らいコミュニケーションをとっているか調べるために，被

率には，強くはないが相関が認められ，システムによ

験者にウェアラブルカメラを目に近い位置に着けてもらい

りタンバリンの演奏を促し，演奏が増えることで，他

視線情報を得た．カラオケ終了後，タンバリンを使用した

のメンバーに視線を送る回数が増えコミュニケーショ

曲の特徴やカラオケの満足度などに関するアンケートを

ンがより活発になっている考えられる．

行った．

• スマートタンバリンによる光でのカラオケ支援は，ス
マートタンバリンの使用回数が少なく検証を行うこと

5.5 使用曲

ができなかった．被験者が実験後スマートタンバリン

カラオケパセラの 2017 年 9 月の月間カラオケランキング

を使用しなかった理由として，「スマートタンバリン

TOP100 の中からヤマハミュージックデータショップ [5]

を激しく叩くと壊れそう」，「Wii タンバリンよりも音

にて購入可能な 80 曲から実験時にユーザが好きな曲を選

が小さい」などを挙げており，スマートタンバリンの

曲した．

強度の向上とタンバリンの音量の幅を更に広くするな
どの対策が望まれる．

5.6 実験結果
アンケート結果をグラフ 4 に示す．6 段階評価であり，
どの項目も 1 がネガティブな回答，6 がポジティブな回答
である．これらの結果は次のようにまとめられる．

6. 結論
本稿では，タンバリンに光る機能と音量調整機能をつけ
たスマートタンバリンとユーザの演奏を制限しない演奏支

• Q1（タンバリンの演奏アドバイスが表示されるカラオ

援システムを提案した．タンバリン譜を簡略化し，フィー

ケは良かったか？）の評価は，実験の回数を重ねるご

ドバックを演奏の正確度ではなく，どのくらいタンバリン

とに高くなっていった．

を叩いたかに対して行うことで，難度の問題を解決した演

• Q2∼Q5 については 2 回目の実験時に評価が下がった

奏システムを実現した．システムを長期的に使用してもカ

が，6 回目の実験時には 2 回目の実験時よりも高い評

ラオケ支援システムとしての効果が大きく下がることはな

価となり，1 回目の実験時と 6 回目の実験時の評価の

かった．また，システムにより，タンバリンの演奏を促し，

平均の差は全て 0.25 未満になった．

タンバリンの演奏を増やすことで，カラオケメンバーに視

• スマートタンバリンの使用については，どのグループ
も 1 回目の実験時に数回使用する程度だった．

線を送る回数が増え，コミュニケーションが活発になった
と考えられる．しかし，スマートタンバリンは，長期実験

ウェラブルカメラの視線情報から他のメンバーに視線を

で多く使われることはなく，スマートタンバリンの強度向

送った回数を数え，カラオケ中にメンバーに視線を送った

上やタンバリンの音量の幅を広くするなどの対策の必要性

回数とタンバリンの演奏参加度が 2 以上（1 小節中にタン

が明らかになった．

バリンを 1 度以上叩いた）が曲中の何割か（以下，演奏参
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図 4 アンケート結果の平均と標準偏差

図 5

視線と演奏参加率のグラフ

けてくださった被験者の皆様に感謝致します.
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