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タブレットデバイスを用いた
コード演奏学習支援アプリケーションの開発と
マルチメディアフィードバック効果の検証
尾本 光1

米澤 朋子1

概要：本論文では，コードネームを覚えることや調べることの支援を目的として，視覚と聴覚のフィード
バックによるサポート機能を持つ，コード演奏学習支援アプリケーションの設計，開発について述べる．
アプリケーションは，鍵盤楽器をデザインに用い，ベース音基準のコードネーム判定機能を主軸として実
装を行った．また，コードネーム学習におけるマルチメディアフィードバックの効果に関する実験，検証
を行った結果，視覚フィードバックによって，鍵盤楽器の経験に関係なく，コードネームを直感的に覚え
やすいと感じ，弾くべき鍵盤の位置を覚えやすくなることが示された．鍵盤の位置を覚えようとする場合
には，聴覚フィードバックを排除した方が集中して覚えられる可能性があることが示された．
キーワード：Android アプリケーション，ベース音，コード，学習支援，マルチメディアフィードバック

1. はじめに

くくなり，音楽初心者にとってはコードネームを学ぶこと
や楽器演奏学習自体への意欲を削ぐ要因ともなっている．

1.1 研究の背景
コードネームとは，和音（コード）が一目で分かる記号で

1.2 研究の目的

ある．ポピュラーな楽器の楽譜は，メロディーや伴奏の譜

本研究では，コードネームを「覚えること」や「調べるこ

面と共にコードネームが記載されているものが多い．楽譜

と」の支援を目的として，コード演奏学習支援ツールアプ

上の積み重なった音符を即座に読んで和音を弾くというの

リケーションの設計，実装を行い，評価する．離散的音階

は容易なことではなく，慣れも必要であるが，コードネー

の組み合わせが容易でコードネーム学習に向いている点か

ムを知っていれば，コードネームを見て容易に和音を弾く

ら鍵盤楽器をデザインに用いる．弾いている和音のコード

ことや，コードに合った伴奏やフレーズを即興的に付ける

ネームを知るために，コードネームを判定する機能をアプ

こともでき，演奏者の表現の幅を広げる事にも繋がる．ま

リケーションの主軸とする．コードネーム学習において，

た，協調演奏や即興演奏，作曲といった目的においては，演

「コードネーム」と「弾くべき音の構成」と「和音の響き」

奏者がコードネームという共通の記号を演奏の際の意思疎

の３つを覚えやすくするために，視覚と音によるフィード

通に用いることが求められる．そのためには，演奏者があ

バックを用いたサポート機能を実装し，さらにコードネー

らかじめコードネームを学習しておくことが必要である．

ムが分からない人でもコードネームを探しやすくなるよう

しかし，コードネームに対応する弾くべき音と響きを一

に，コードの候補を表示するサポート機能を実装すること

致させて覚えることなど，コードネームを理解して学習す

で利便性を高めることを目指した．また，マルチメディア

ることは容易なことではない．また，「コードネームを見

フィードバックがコードネームの学習において効果がある

て直感的に弾くことが出来る」という状態が重要であるた

のかどうかの実験を行い，その有用性の検証を行った．

め，初めのうちは，何度も楽器でコードを弾いてはコード
ネームを確認して，音の構成と響きを一致させながら同時

2. 関連研究

に覚えていくという道を少なからず通ることになる．さら

音楽におけるコードに関する研究は，コードネームから

に，調号（＃や♭）の多い調（キー）のコードはより覚えに

のヴォイシング，メロディ生成に関するものや自動作曲に

1

おけるコード生成についての研究 [1], [2] などはあるもの
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の，コードネーム学習自体に関する研究はあまり見られな
い．鍵盤楽器の演奏学習を支援する研究については，様々
なものが存在する．雨宮ら [3] による読譜学習システムで
は，音高と音価に関しての読譜学習を提案している．竹川
ら [4] の研究では，運指認識による打鍵位置や運指情報を
考慮した楽譜の提示を行い，運指や打鍵に関して効果的
な学習が可能なシステムを提案している．尾崎ら [5] の研
究では，音符を読み取り，正しい鍵盤位置を探す練習を行
い，速さや正確さなどから点数を付け，ユーザがゲーム感
覚で学習できるシステムを提案している．これらの研究は

図 1 アプリケーション機能構成図

Fig. 1 Configuration of application functions

全て，楽譜上の音符を読み，演奏することの学習を支援す
るものであり，コードネームという記号を見て，和音のイ

ネームを記憶することをサポートする機能を提案する．本

メージをつかみ，同時に協調演奏や即興演奏することを可

稿では，これらの機能を備えたタブレットアプリケーショ

能にするという「コード学習支援」を扱う本研究とは異な

ンを紹介するとともに，コード学習時の記憶とフィード

るものである．

バックの関係について検証する．

鍵盤楽器の演奏学習において視覚や聴覚のフィードバッ
クを利用した研究 [6], [7] もある．しかし，これらの研究
についてもコードネーム学習におけるフィードバックの有

3. アプリケーションについて
3.1 アプリケーションの概要

用性を示しているものではない．演奏やコードの学習を支

アプリケーションの主軸は，弾いている和音のコード

援するものとして，視聴覚フィードバックを行う市販製品

ネームをリアルタイムに判定する機能である．鍵盤楽器

もある．例えば，弾くべき音の鍵盤自体が光るという視覚

（特に伴奏）において，コードはよくベース音と共に弾く

フィードバックのある製品 [8] がある．この製品には，コー

ことが多く，メインのコードが同じでもベース音の違い

ドネームに応じた打鍵位置を調べる機能もあるが，画面上

によって，響きや印象が大きく変わり，コードネームに変

でルート音 (C など) に応じたコードの種類 (メジャー・マ

化が生じるものも存在する．したがって，このアプリケー

イナーなど) を選ぶことで鍵盤が光るというものであり，

ションではベース音を基準としてコードネームの判定を

打鍵中の音のコード判定に基づいた派生コードネームの推

行う．ベース音によるキー（調）を指定によって，同音異

薦ではない．コードネーム学習を支援するスマートフォン

名のコードの区別も可能となる．判定されるコードの種類

向けアプリケーション [9] もある．弾いている鍵盤のコー

は，一般的に使用される 3 和音と 4 和音を扱う．

ドネームを表示したり，譜面からコードネームを検索する

コードネームを覚えたり，探したりするためのサポート

事が可能であるが，弾く鍵盤自体分からない音楽初心者や，

機能として，弾いている音を含んで，さらに 1 音を追加す

譜面を読むことが苦手なユーザには向かない．

ることで完成するというコードの候補があれば，追加すれ

楽器に特化したコード学習の方法やツールとしては，音

ばよい音と追加してできるコードネームが対となって表示

や運指・弦などに関連付けられたもの [10], [11] などが多い．

される．追加すればよい音は，どの鍵盤を弾けばよいか分

上記のように音楽学習支援は多く存在するものの，音楽

かるように，視覚的なフィードバックとして鍵盤の色が変

学習はやはり難しいものである．コードの理解に関するも

化する．また聴覚的なフィードバックとして，追加すれば

のとして，鎌田による音楽学習に関する研究 [12] では，ある

よい音，追加することで出来るコードが順次出力される．

程度の音楽学習をしている者でも，調号が付く調のコード

これらのアプリケーションの機能構成を図 1 に示す．

の学習や理解は困難であることが分かる．すなわち，即興
演奏や作曲にたどり着くようなコード学習は難しく，コー
ドの理解まで到達することは非常に困難であると言える．

3.2 使用するデバイス
本 研 究 で は Android 4.0.3 の タ ブ レ ッ ト デ バ イ ス ，

そこで本研究では，音楽演奏初心者が「コードネームを

TOSHIBA REGZA Tablet AT500/36F を用いた．タッ

調べること」と「コードネームを覚えること」に焦点を当

チパネルによって，表示されている鍵盤を実際に弾くとい

てる．コードネームを容易に調べる手法として，コードを

う動作で使用でき，直感的な操作が可能である．また，実

構成する音を 1 つ，または 2 つなど少数演奏することで，

際のピアノや電子キーボードは大きさや重さの面からみ

コードの候補を表示する機能を提案する．また，コード

て，手軽に持ち運ぶということはなかなか出来ないが，タ

ネームを直感的に覚える手法として，コード演奏時の鍵盤

ブレット型のデバイスであれば携帯性も高く，アプリケー

の視覚的な変化によるフィードバックと同時に，候補コー

ションをデバイスに入れておけば，様々な場面で手軽に使

ドや演奏コードの聴覚的なフィードバックを用い，コード

用することが出来る．

c 2013 Information Processing Society of Japan
⃝

2

Vol.2013-EC-28 No.11
2013/5/18

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

図 2 アプリケーションのメイン画面

図 3 コードの候補例

Fig. 2 Main screen

Fig. 3 Candidate chord display

3.3 アプリケーションの画面構成
アプリケーションは，2 段の鍵盤とコードネーム表示部
分，ベース音によるキー（調）の表示部分，サポート機能
のコード候補の表示部分で構成した．（図 2）上段鍵盤は
ベース音を弾く部分である．上段鍵盤は 1 音のみ選択可能
で，弾いている鍵盤の色が緑色になり，キーが決定される．
ベース音をロックするスイッチを ON にすることで，キー
の保持も可能である．下段鍵盤はメインとなるコードを弾

図 4 コード候補例（一覧表示部分）

Fig. 4 Candidate chord display (Enlarged view)

く部分であり，弾いている鍵盤の色はオレンジ色となる．

3.4 コードネーム判定機能
コードネーム判定は，ベース音が決定している状態で，
メインコードを弾くことで行われる．弾いているベース音
とメインコードの音の組合せにおいて，コードネームが存
在する場合にのみ，コードネーム表示部分にそのコード
ネームがリアルタイムで表示される．コードネームが存在
しない場合は，何も表示されない．
判定されるコードの種類は，一般的に使われる 3 和音と

4 和音のコードを中心に扱い，コードの転回形，省略コー
ド，オン・コード（分数和音）についても判定表示される．

図 5 視覚フィードバック（一覧表示）

Fig. 5 Visual feedback support (List)

ベース音を基準としているため，実際にはメインコード部
分だけでコードネームが存在しているというものであって

在下段鍵盤で弾いている音にさらに「G」の音，すなわち

も，キー（調）とメインコードの全体で見た場合に，一般

「ソ」を追加すると，『Cm』になることを意味している．

的に合わない組み合わせ（不協和音）の場合には，コード

（図 3，図 4）

ネームは無いと判定される．

3.6 視覚フィードバックサポート
3.5 コード候補サポート表示機能
コードを探しやすくするためのサポート機能として，ベー

コード候補サポート表示機能が働いている場合，弾いて
いる音に追加すべき 1 音の鍵盤部分の色が水色に変化し，

ス音が決定されている状態で，メインコードの一部の音を

弾くべき鍵盤が示される．さらに，コード候補の一覧表示

弾いている場合，下段鍵盤で弾いている音を含み，そこか

が出ている状態で，一定時間経過すると，コード候補の上か

らさらに 1 音を追加することで完成するコードの候補が有

ら順次，個別表示され，それぞれに対応した追加すべき音

る場合，そのコードネームが追加すべき 1 音と共に，画面

の鍵盤も水色に順次変化する．例えば，ベース音が「ド」，

の右上の部分に一覧で表示される．

下段鍵盤で「ド，ソ」を弾いている場合，図 5，図 6 のよ

例を挙げると，ベース音が「ド」，下段鍵盤で「ド，ミ

うに鍵盤の色が変化する．また，メインコード部分でベー

♭」を弾いている時，コードの候補が一覧表示されて，そ

ス音と同じ音を弾いていない場合は，その鍵盤の色が緑色

の一番最初には「G ⇒ Cm」と表示される．この場合，現

に変化する．
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表 1 実験パターン

Table 1 Experimental pattern
実験パターン

聴覚フィードバック

視覚フィードバック

Pt.01

×

×

Pt.02

○

×

Pt.03

×

○

Pt.04

○

○

• 覚えられたかどうかの確認テスト．
• 5 段階の主観評価アンケートの回答．
図 6 視覚フィードバック（個別表示 1 段目）

Fig. 6 Visual feedback support (First of the List)

4.4 実験パターンについて
視覚フィードバックと聴覚フィードバックの有無による

3.7 聴覚フィードバックサポート
聴覚的なフィードバックとして，鍵盤を押すと，ピアノ

4 つのパターンを実施し，被験者 1 名に対して，4 つのパ
ターン全てを行った．（表 1）

音（録音した MIDI 音源）が出力される．また，コード候

実施するパターンの順序については，順序交差を考慮

補サポート表示機能が働いている場合，視覚フィードバッ

して実験を行った．ここで，実験パターンにおける視覚

クによるサポートと同様に，コード候補の一覧表示が出て

フィードバックの有無とは，「視覚フィードバックサポー

いる状態で，一定時間経過し，個別表示に変わると，弾い

ト機能」の有無とした．また，聴覚フィードバックの有無

ている音に追加すべき 1 音が出力され，その後に全体でで

については，音全体の出力の有無とした．すなわち，聴覚

きるコードが出力される．音の出力が終わると，次のコー

フィードバックの無いパターンでは，弾いている音も含め，

ド候補に移り替わり，同様に音が順次出力されていく．

音は一切出力されない．聴覚フィードバックのあるパター

4. 実験

ンでは，弾いている音の出力に加え，
「聴覚フィードバック
サポート機能」も同時に付加されるものとした．

4.1 実験概要
コード演奏学習において，
「コードネームを覚えることに

4.5 学習課題について

関して，視覚フィードバックと聴覚フィードバックによっ

4 つの異なる課題を用意した．課題の出題順についても

て学習効果に差が生まれるのかどうか」についての実験を

順序交差を考慮し，実験を行った．それぞれの課題に難易

行った．コード候補サポート表示機能は常に ON にした状

度の差がある可能性もあるため，課題の難易度の検証も同

態で行い，この機能を軸とした課題を実施し，各フィード

時に行った．課題では，ベース音とメインコードで弾く音

バックの効果について検証することを実験の目的とする．

（2 音，もしくは 3 音）をあらかじめ指定し，そこに 1 音追

実験の要因として，鍵盤楽器の経験によって結果に差が

加してできるコードを覚えることを学習課題とした．すな

生じる可能性があるため，「経験」を要因 A とした．検証

わち，指定した音を弾いている状態で「コード候補サポー

するフィードバックについては，
「視覚フィードバック」を

ト表示機能」によって表示されるコードネームを覚える課

要因 B，「聴覚フィードバック」を要因 C とした．

題である．以下が指定したベース音とメインコード部分で
弾く音と最終的にできる和音の構成数の組み合わせである．

4.2 被験者
鍵盤楽器（主にピアノ）の経験の無い被験者が 8 名，経
験のある被験者が 7 名．合計 15 名に対し実験を行った．

【学習課題 1】
ベース音：E（E，B を含む 3 和音）
【学習課題 2】
ベース音：B（B，G ♭を含む 3 和音）

4.3 実験手順
実際にアプリケーションを用いて，コードネームを覚え
るという課題を行った．被験者には，コードネームに対応
している音の構成（鍵盤の位置）
，和音の響きを一致させて

【学習課題 3】
ベース音：C（C，G，B ♭を含む 4 和音）
【学習課題 4】
ベース音：F（F，A ♭，C を含む 4 和音）

覚える課題であるということを教示する．触れる可能性の
あるコードネームの種類については，参考資料として提示
しておく．説明終了後，以下の手順で実験を進めた．

4.6 確認テストと実験課題について
確認テストでは，以下の 3 つの『実験課題』についての

• 実験パターンの説明．

筆記によるテストを各 3 問ずつを行った．また，実験課題

• コードネームの学習フェーズ．（学習時間：90 秒）

２と実験課題３ではそれぞれの解答時間を計った．
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表 2 主観評価アンケートの分散分析結果

表 3 主観評価アンケートの単純主効果検定結果

Table 2 Analysis of variance (Subjective evaluation question-

Table 3 Simple main eﬀect (Subjective evaluation questionnaire)

naire)

評価対象（条件）

F

p

F

p

7.590

0.0164*

Q06-A（c2）

9.486

0.0048***

Q03-B（視覚 F）

9.292

0.0093**

Q06-C（a1）

11.139

0.0053**

Q04-B（視覚 F）

10.879

0.0058**

Q06-C（a2）

73.652

0.0000****

Q02-B（視覚 F）

Q05-B（視覚 F）

9.091

0.0099**

Q07-A（c2）

6.903

0.0142*

Q06-C（聴覚 F）

71.038

0.0000****

Q07-C（a2）

60.851

0.0000****

Q06-AC（経験＋聴覚 F）

13.753

0.0026***

Q08-C（a1）

7.247

0.0185*

Q08-C（a2）

50.071

0.0000****

Q07-C（聴覚 F）

45.795

0.0000****

Q07-AC（経験＋聴覚 F）

18.187

0.0009****

Q08-C（聴覚 F）

47.708

0.0000****

表 4 確認テストの分散分析結果

Q08-AC（経験＋聴覚 F）

9.610

0.0084**

Table 4 Analysis of variance (Confirmation test)
正解数に関する分散分析結果

F

p

実験課題 1-A（経験）

4.694

0.0494*

実験課題 2-C（聴覚 F）

3.761

0.0745+

実験課題 3-A（経験）

9.423

0.0090**

実験課題 3-C（聴覚 F）

3.144

0.0996+

《実験課題１》
和音を聞いて，コードネームを答える．
《実験課題２》
コードネームを見て，弾くべき鍵盤を答える．
《実験課題３》
和音を弾いている鍵盤を見て，コードネームを答える．

4.7 主観評価アンケート

解答時間に関する分散分析結果

F

p

実験課題 2-A（経験）

8.416

0.0124*

実験課題 2-ABC（経験＋視覚 F ＋聴覚 F）

4.996

0.0436*

実験課題 3-A（経験）

7.251

0.0184*

被験者は確認テストの後，行ったパターンについて，5
段階（5：とても当てはまる，4：やや当てはまる，3：どち
らともいえない，2：あまり当てはまらない，1：全然当て
はまらない）で以下の各評価項目について該当する度合い
を評価する．

• 実験パターン毎の評価項目
( 1 ) 覚えることが出来たと思いましたか
( 2 ) 直感的に「覚えやすい」と感じましたか
( 3 ) 直感的に「探しやすい」と感じましたか
( 4 ) 鍵盤の弾く位置を「覚えやすい」と思いましたか

表 5 学習課題難易度に関する分散分析結果

Table 5 Analysis of variance (Diﬃculty of the learning task)

実験課題 1-A（経験）

F

p

4.626

0.0509+

実験課題 2-B（学習課題）

3.784

0.0178*

実験課題 3-A（経験）

12.148

0.0040***

実験課題 3-AB（経験＋学習課題）

2.704

0.0586+

表 6 学習課題難易度に関する実験課題 2 の多重比較分析結果

Table 6 Multiple comparison analysis (Subject 2)
Pair

t

p

( 5 ) 鍵盤の弾く位置を「探しやすい」と思いましたか

1-2

2.862

0.0067438

s.

( 6 ) 和音の響きを「覚えやすい」と感じましたか

1-3

0.065

0.9488642

n.s.

( 7 ) コードネームを見て，音のイメージや響きを感じ

1-4

0.538

0.5937068

n.s.

2-3

2.926

0.0056970

s.

2-4

2.324

0.0254447

n.s.

3-4

0.602

0.5503675

n.s.

るようになりましたか

( 8 ) 音のイメージや響きからコードネームを連想しや

Sig.

すくなりましたか
有意水準 p=0.05 として反復測定分散分析を行った．有意

4.8 実験結果
主観評価アンケートの各評価項目と，確認テストにおけ
る正解数と解答時間に関して，有意水準 p=0.05 として，
反復測定分散分析を行った．有意差が表れた項目で必要の
あるものには単純主効果の検定も行った．有意差の表れた
項目の結果について 表 2 ， 表 3 ， 表 4 に示す．

差の表れた項目の結果を 表 5 に示す．また，実験課題 2
に関しての多重比較分析結果を 表 6 に示す．

5. 実験結果のまとめと考察
マルチメディアフィードバックの効果に関する実験に
よって得られた結果や考えられる効果や傾向を以下に示す．

• 視覚フィードバックがある場合
4.9 学習課題の難易度の検証
確認テストにおいての実験課題ごとの学習課題の難易度
の検定は，
「経験」を要因 A，
「学習課題」を要因Ｂと定め，
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– 経験に関係なく，直感的に『覚えやすい』，
『探しやす
い』と感じ，コードネームに対する鍵盤の位置を『覚
えやすい』，『探しやすい』と感じる
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• 聴覚フィードバックがある場合
– 経験者に対して大きく効果が表れる傾向がある
– 和音の響きを覚えるためには，聴覚フィードバック
が大きく有効（必然的に必要である）

– 鍵盤の位置を覚えようとする時には，聴覚フィード
バックを排除した方が覚えやすいと感じる

• 視覚と聴覚のフィードバックがある場合

設計，開発について示した．アプリケーションは，ベース
音を基準としたコードネームの判定・表示機能を主軸に，
『コード候補サポート表示機能』として，メインコードの一
部の音を弾いている場合，弾いている音を含み，そこに 1
音を追加することで出来うるコードの候補が表示される機
能を実装した．さらに，視覚フィードバックと聴覚フィー
ドバックによるコード演奏学習のサポート機能を実装した．

– 短時間で鍵盤の位置と和音の響きを同時に覚えよう

これらのサポート機能によって，利用者がコードの検索を

とすると，覚える要素が多いので，結果的に直感的な

容易に出来たり，コードネームに対応する鍵盤の位置と和

覚えやすさが下がり，覚えられたと感じにくくなる

音の響きを覚えやすくなるように実装した．また，コード

– 短時間で和音の響きを覚える時には，視覚フィード
バックがある場合，目的のコードネームの鍵盤の位

ネーム学習におけるマルチメディアフィードバックの有効
性の実験，検証を行った．

置を探しやすく，その後に響きを覚えることに集中

今後の展望としては，学習効果という点において，実際

できるので，2 つのフィードバックがある方がコード

の鍵盤楽器との比較が考えられる．実際の鍵盤楽器を演奏

ネームと音の一致付けはしやすくなる

して学習することの方が，打鍵や演奏表現をすることは最

– 鍵盤の位置を覚えようとする時には，聴覚フィード
バックを排除した方が集中して覚えられる
コードネーム学習においての全体的な傾向としては，鍵

善であると言えるが，コード演奏学習において，タブレッ
トデバイスと実際の鍵盤楽器との間に，学習効果の差があ
るのかどうか検証する必要があると考えている．

盤楽器の経験者と未経験者との主な経験の差である「鍵盤
の位置と音名が一致していること」，
「音を区別して聞き
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