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測距センサアレイの開発と音楽インタフェースへの応用
池淵隆，Michael
池淵隆，
Michael Bylstra, 片寄晴弘

†††

我々は，光量計測に基づく測距センサを４×４のアレイ状に並べたリアルタイ
我々は，
光量計測に基づく測距センサを４×４のアレイ状に並べたリアルタイ ム形状計測インタ
フェースを試作した．本報告では，
そのインタフェースの開発状況と音楽システム・アプリケーション
への応用，今後の課題について述べる．

Development of Distance‑Sensor Array and its application toward mu‑
sical interface
TAKASHI IKEBUCHI, Michael Bylysta and HARUHIRO KATAYOSE

†††

We have been developing sensor interfaces for interactive media art. This paper describes a
real‑
time shape sensor system composed of 4 * 4 array of PSD‑based distance sensor, and some
music applications using the sensing system.
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図 1．PSD を用いた光学測距方式
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図 2．GP2Y0A02YK の測距特性．
Voltage‑distance
**
データシートより
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PSD 測距センサからの信号は有線で電
圧の形で変換制御ボックスに送られる．

3.センサアレイシステム
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図 4．センサ基本ユニット

図６．Max/MSP 上でのセンサ情報の受信
図６．Max/MSP
左上画像がセンサ反応の様子物体がセンサ
に近づくと中の円が大きくなる .

る．
送信データにはポリフォニックプレッ
図 5．センサアレイ
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5.アプリケーション例
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5.1 デジタルテルミン
本インタフェースの１番目の応用は，
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4.ソフトウエアとデータフォーマット
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図７．デジタルテルミンのパッチ
図７．
デジタルテルミンのパッチ

図８．上下動の変化幅を検出するパッチ
図８．
上下動の変化幅を検出するパッチ

5.2 指揮インタフェースとしての利用
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６．おわりに
本報告では，測距センサをアレイ状に
構成したセンサデバイスの構成とその 応
用について述べてきた．このような測距
用について述べてきた．
このような測距

−34−
‑4 ‑

