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さまざまな演奏スタイルに適応可能な
電子鍵盤楽器



の設計と実装

竹川佳成 寺田 努 西尾章治郎
鍵盤楽器の歴史は古く，ピアノ，オルガン，アコーディオン，鍵盤ハーモニカなど目的や状況に応じて鍵盤数，段数な
ど鍵盤構造が異なるさまざまな鍵盤楽器が提案されてきた．しかし，従来の電子鍵盤楽器は，鍵盤数固定の単一楽器
であったため，手軽さの問題や求められる鍵盤構造に柔軟に適応することが難しかった．そこで，本研究では オク

ターブを基本単位とする鍵盤を組み合わせることでさまざまな鍵盤構造に適応できるユニット鍵盤 
を構築する．また，鍵盤演奏における鍵の関係に関する特性を用いることで設定負荷を軽減する．さらに，このよう
なユニット鍵盤の枠組みを利用したアプリケーションを提案する．
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はじめに
鍵盤楽器の歴史は古く，ピアノ，オルガン，アコー

人で演奏する重奏や複数人で演奏するアンサン

ブル， つの楽器を複数人で演奏する連弾などさまざ
まな演奏形態が用いられてきた．

ディオン，鍵盤ハーモニカなど目的や状況に応じて鍵

一方，電気・電子技術の進展に伴い，電子オルガン

盤数，段数など鍵盤構造が異なるさまざまな鍵盤楽

や電子ピアノをはじめとする電子鍵盤楽器が開発さ

器が提案されてきた．また， つのパートから構成さ

れてきた．これらは，音量や音高，音色を設定できる

れる楽曲を

など多彩な機能をもつ．

人で演奏する独奏や，複数人で演奏す

る合奏，複数のパート パートとは，アンサンブルを

しかし，従来の電子鍵盤楽器は，鍵盤数固定の単一

構成する各楽曲のこと から構成された曲の各パート

楽器であったため，
「必要な音域が  オクターブの楽
曲を演奏するだけのために， 鍵のキーボードを持
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ち歩く必要がある」といったように手軽さの問題が
あった．また，
「 鍵のキーボード

台では  段の鍵

盤をもつエレクトーンのための楽曲を演奏できない」
「エレクトーンで，必要な音域が  鍵のピアノ楽曲
を演奏できない」など，求められる鍵盤構造に柔軟に
適応することが難しかった．
そこで，本研究では

オクターブを基本単位とす

る鍵盤を組み合わせることでさまざまな鍵盤構造に適
応できるユニット鍵盤 

 を構築する．
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ては後の章で詳しく説明するが，基本的に縦方向で重
なっている  つのユニット鍵盤は上下で結ばれている

(a)
基準ユニット
鍵盤

ため同じ音域となる．また，図  に示すように仮

基準ユニット鍵盤より
1オクターブ高い音域

想的なユニット鍵盤である「拡張ユニット」を挟むこ
とで，仮想的に

オクターブ音域を高くすることも

できる．このように，ユニット鍵盤は組み合わせ次第

(b)

基準ユニット鍵盤より
2オクターブ高い音域

基準ユニット
鍵盤

でさまざまな鍵盤構造を構築できる．

  要素技術

基準ユニット鍵盤より
1オクターブ高い音域

提案するユニット鍵盤に必要な要素技術に関して述
べる．

(c)

拡張ユニット

関係性
基準ユニット
鍵盤

基準ユニット鍵盤より
2オクターブ高い音域

ユニット鍵盤はさまざまな鍵盤構造を実現

できる一方，結合した鍵盤全体の振る舞いを設定す
るために個々のユニット鍵盤を設定する必要がある．

図

ユニット鍵盤の構成例

また，鍵盤演奏における鍵の関係に関する特性を用
いることで設定負荷を軽減する．さらに，センサやア
クチュエータなど入出力機器を搭載した拡張ユニット
を用いることで直観的なユニット鍵盤の操作を実現

設定負荷を軽減する．本研究では，ユニットおよびユ
ニット群に「接続位置」，
「プライオリティ」，
「グルー
プ」の  つの関係を定義する．以下，それぞれについ
て説明する．
なお，ユニットとはユニット鍵盤および拡張ユニッ

する．
このように鍵盤をユニット化し，センサやアクチュ
エータと連携できるユニット鍵盤の特性を活かすこと
で新たな鍵盤操作方法やパフォーマンスなどさまざま
な応用が考えられる．本論文では，ユニット鍵盤の枠
組みを利用した応用について議論する．
以下， 章でユニット鍵盤の設計について説明し，

 章で実装について述べる． 章で応用について説明
し， 章で評価について述べる． 章で関連研究につ
いて説明し，最後に  章で本研究のまとめを行う．

 設計

トの総称であり，ユニット群とは  つ以上のユニット
鍵盤から構成される単一の鍵盤のことである．

 接続位置

オクターブの鍵盤であるユニット

鍵盤は四方にコネクタを搭載し，ユニット鍵盤同
士を直接あるいはケーブルで接続できる．ユニッ
ト鍵盤同士がどの側面で接続されたかで，音色や
音域などの設定が変化する．接続関係に関する意
味づけの一例として既存の鍵盤楽器のモデルを
適用した場合について説明する．一般に鍵盤は左
の鍵ほど割当て音が低く，右の鍵ほど高くなり，
音色はすべての鍵において同じである．したがっ

ユニット鍵盤は， オクターブの鍵盤を組み合わせ
ることでさまざまな鍵盤構造を構築できる鍵盤楽器
である．例えば，図  に示すように，ユニット鍵
盤  個を横並びに接続することで， オクターブの音
域をもつ鍵盤楽器となる．また，図   に示すよう
に， オクターブのユニット鍵盤を

そこで，鍵盤の構成における関係性に着目することで

オクターブ分ず

らして縦並びに接続すると，エレクトーンのような 
段の鍵盤をもつ構造となる．接続と音域の関係につい

て，図  に示すように，横方向に接続された鍵盤
は，基準ユニットの音色を継承し，音域は

オク

ターブずつ低高くなる．一方，縦方向に接続さ
れた鍵盤は，音域は基準ユニットと同じになり，
音色は，同じ行のユニット鍵盤から制約を受ける
が，基準ユニットからの制約は受けない．
なお，この接続位置の規則にもとづく場合，図 
に示すように一部のユニット鍵盤に設定の競合が

   





基準ユニットより1オクターブ高い音域
基準ユニットと同じ音色

基準ユニット

基準ユニットより2オクターブ高い音域
基準ユニットより1オクターブ低い音域
基準ユニットと同じ音色
基準ユニットと同じ音域
同じ音色が割り当てられる．
ただし，基準ユニットの音色に影響されない．

図



接続位置による音色や音域の割り当て

生じてしまう．この競合を避けるために，本シス
テムではループを許容しない．

 プライオリティ 複数のユニット鍵盤が接続さ

A

B

C

D

E

れている場合，ユニット群全体の音高や音色の基
準となる鍵盤を基準ユニットと呼ぶ．ここでは基
準ユニットの設定がその他の鍵盤に継承されると

Dの音域は，
Aの音域と同じ?
Bの音域と同じ?

いう親子関係が見られる．ユニット鍵盤やユニッ
ト群の関係にプライオリティという関係を導入す

図



競合している音域の例

ることで，自分より弱いプライオリティをもつユ
ニット群の設定を制御できるといった操作が可能

奏者自身が手動で行う方法とモータなどのアクチュ

となる．

エータを用いて自動的に行う方法が考えられる．

 グループ 「 人で複数の鍵盤楽器を使う」「複

鍵盤構成の自動的な変更は，システム構成が複雑に

数人でアンサンブルを行う」「コンサートで複数

なる一方，鍵盤移動に要する手間が軽減され，演奏に

の楽曲を演奏する」など一度に複数の楽器を使

専念できる．移動させる鍵盤の指定方法として，あら

う，複数の楽曲を演奏する，といった場合，音色

かじめ鍵盤構成や移動経路をプログラムしておきタ

やパート，演奏形態，演奏する楽曲などさまざま

イミングだけを指定する方法や，移動させる鍵盤やそ

なグループが形成される．ユニット群にグループ

の移動経路をその都度，指定する方法が考えられる．

という関係を付与することで，グループ単位で音

前者の指定方法は演奏者に負担をかけないが，後者は

色や音域を一括制御できる．

状況に応じて自由に鍵盤構成を変更できる．それぞ

接続性

れ利点・欠点があるため，本研究では選択的に利用す
ユニット鍵盤を使用する場合，ユーザは楽

曲に合わせて鍵盤構成を変更できる．また，
「異なる
鍵盤構成の楽曲を連続して演奏する」といったように
楽曲と楽曲の合間に鍵盤構成を変更する場合や，
「演
奏しながら鍵盤構成を変更する」場合も考えられる．
したがって，できる限りユニット鍵盤間の脱着作業は
負担とならないことが望ましい．
ユニット鍵盤の物理的な構成変更方法としては，演

る．さらに，移動させる鍵盤の指定をスムーズに行う
ためにセンサデバイスを活用する．
一方，演奏者が手動で鍵盤を動かす場合，演奏を中
断せずに行うことは難しい．しかし，シンプルなシス
テム構成で信頼性が高く，演奏の合間に鍵盤構成の変
更を行うことも可能であるため，何らかのトラブル
で自動的に行えない場合の代替方法として有効であ
る．したがって，鍵盤移動において自動手動ともに
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音源

ホスト
無線通信

ユニットID要求など
打鍵情報・
接続情報など
無線通信

入出力
機器情報など

拡張ユニット

図



システム構成

利点・欠点があるため，両手法ともに使えるシステム

じたとき，すべてのユニットに接続関係の更新情

設計をめざす．

報を通知し，更新情報を受信したユニットは鍵

このように，ユニット鍵盤は，スイッチやセンサな

盤構成の解析や自身のコンフィギュレーションを

どの入力デバイス，ディスプレイやアクチュエータな

再計算する必要がある．一般にユニットは，計算

どの出力デバイスをもつ「拡張ユニット」と連携する

リソースの乏しいマイコンで動作するため，こ

ことでスムーズなユニット鍵盤操作を実現する．

れら通信にかかる処理や再計算は，大きな負荷

リアルタイム性

となってしまいリアルタイム性に欠けてしまう．
鍵盤構成が演奏中や演奏の合間に

変化するため，リアルタイムに鍵盤構成の解析および
関係性の構築を行う必要がある．また，データの中に
は接続に関する情報だけでなく，打鍵情報といったシ
ビアにリアルタイム性が求められる情報も含まれて
いる．
高いリアルタイム性を実現するためのシステム設
計についてデータ管理およびネットワーク構成の観点
から議論する．

 データ管理 システム内でやりとりされるデー
タは，あるユニットが脱着したときに生成され
る接続データ，各ユニットのためのコンフィギュ
レーションデータ，ユニット鍵盤が生成する打鍵
データ，拡張ユニットが生成するセンシングデー
タやアクチュエータを制御するためのアクチュ
エーションデータが考えられる．
各ユニットでコンフィギュレーションデータや接
続データを管理する場合，鍵盤構成の変更が生

したがって，本研究では，接続データやコンフィ
ギュレーションデータを一括に管理し，形状認識
や全ユニットのコンフィギュレーションを計算す
る「ホスト」を用意する．

 ネットワーク構成 ホストへの接続データの
通知には，ホストと通信できるユニットまで接続
データを伝搬させホストに通知する方法と，ユ
ニットすべてに通信機能をもたせ直接ホストと
やりとりする方法がある．前者の方法は，全ての
ユニットにホストと通信する特別な通信モジュー
ルは必要ないが，接続データが伝送経路上の各
マイコンを通るため，通信のオーバヘッドが大き
くなりリアルタイム性に欠けてしまう．したがっ
て，本研究では，各ユニットにホストと通信可能
な機能をもたせ，ユニット間でやりとりするデー
タをできる限り少なくするように設計する．

   





鍵盤（ユニット鍵盤のみ）
無線モジュール

無線機

Vcc供給ホック
接続認識ホック

Vcc

ホスト

音源

N極

N極
S極

Gnd

マイコン
入出力デバイス（拡張ユニットのみ）

コネクタ

スイッチ・LED・モータなど

ユニット鍵盤
図



プロトタイプシステム

図



ユニットのハードウェア構成

以下，各構成要素について詳細に説明する．



ホスト

ホストは，各ユニットのコンフィギュレーション
データの管理や形状認識などを行うための %$ やメ
モリ，他ユニットと通信するための無線モジュール，
発音を行うための音源モジュールをもつ．ホストの機
能は大きく  つある．なお，ホストにユニットのコン
フィギュレーションなどシステムステータスを表示す
る機能を必須としない．したがって，プロトタイプで
はホストとして $% を用いているがユニット鍵盤の
つに高機能なマイコンをもたせることでホスト機能
図



ユニット鍵盤の概観

を兼ねさせることも可能である．
デバイス情報の管理

 実装
  ハードウェア構成
プロトタイプシステムのユニット鍵盤の構成を図 

各ユニットのデバイス情報を管

理する．ユニットのデバイス情報を表

に，ホストと

ユニット間でやりとりされる制御コマンドを表  に
示す．

に示す．システムは，ホスト，ユニット鍵盤，拡張ユ

発音処理

ニットから成る．また，実装したプロトタイプシステ

情報をもとに，音源モジュールを用いて発音する．

ユニットのデバイス情報と，受信した打鍵

ムを図  に，ユニット鍵盤の概観を図  示す．ホス
トは， !" 社のノートパソコン # $  を

関係性の付与と管理

使用し，$% 上のソフトウェアの開発は，&'(

た接続情報をもとにユニット間の関係性を管理する．

)$ 上で (* %++ ,-  を用いて行った．

ホストから独自に接続関係を付与することも可能で

また，無線モジュールはアローセブン社の . 

ある．

を使用し，ユニット鍵盤および拡張ユニットの制御
は $/% 01 を用いて行い，プログラミングは，

./%2!%3/$ 社の .$415 上で %% 社の $/% %
コンパイラを用いた．



ホストは，各ユニットが検出し

ユニット鍵盤

ユニット鍵盤のハードウェア構成を図  に示す．ユ
ニット鍵盤は，マイコン， オクターブの鍵盤，各側
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表

デバイス情報
拡大図

項目

説明

ユニット 

一意に割り当てられる 

コネクタの場所と数

配置されているコネクタの場所と個数

接続ユニット 

接続されている他のユニットの 

基準ユニット 

基準ユニットの 

音域

割り当てられている音域

音色

割り当てられている音色

プライオリティ

自分のプライオリティ

搭載入出力機器

搭載する入出力デバイスの種類

スライド式
可変抵抗

図



可変抵抗をもつ簡易ユニット

先のユニットの  供給ホックと接続し 378 レベル
表



ホストからユニット
ユニット )( 要求
コネクタ情報要求
入力データ要求
出力デバイス制御

制御コマンド
ユニットからホスト
新規参加通知
ユニット )( 通知
コネクタ情報通知
接続情報更新
打鍵情報通知
搭載入出力機器情報通知
入力データ通知

に変化することで検出する．また，接続認識ホックの
変化を検出したユニットは，
「状態変化があった接続
認識ホックのコネクタ」を接続情報更新コマンドに含
めホストに通知し，ホストは，連続した  つの接続
情報更新コマンドを

セットとし， つのユニットを

接続したとみなす．
このように物理的に接続関係を築くことで，ユニッ
ト鍵盤どうしが縦横に接続されている様子を眺めれ

面に接続関係を構築するためのコネクタ，ホストコン

ば，ユニット鍵盤どうしの接続関係として視覚的に

ピュータと通信するための無線モジュールから成る．

理解できる．また，ユニット鍵盤はホストとのみ通信

また，スムーズな脱着操作を実現するために，コネク

し，ユニット鍵盤同士では通信しない．

タはマグネット式コネクタを自作した．図  に示す

なお，提案方式では複数の接続が同時に行われた場

ように，各コネクタの極性は，左右および上下でそれ

合に誤検出が起こり得る．これは，脱着時にコネクタ

ぞれ極性が異なるように配置した．これにより，一般

を介して互いにユニット /6 を伝送し合うことでこの

的な鍵盤構造に習い接続した場合，引力が働き接続を

競合を回避できるが，マイコンは受信データがある

助長し，鍵盤構造に反する場合，斥力が働き接続を拒

か頻繁にチェックする必要があり，リアルタイム性が

否する．

求められる打鍵情報の処理の影響が出てくる．一方，

ホストコンピュータとのコネクションの確立 ユニッ
ト鍵盤は電源投入直後「新規参加通知」をブロード
キャストし，ホストからの返信に対して，プリセット
されている自身の /6 とコネクタに関する情報を送信
してコネクションを確立する．
打鍵情報の通知

打鍵や離鍵イベントが発生したと

き，ホストコンピュータに打鍵情報を送信する．

提案方式による接続の監視および通知はリアルタイ
ムに処理でき，実際の演奏で同時に複数の脱着が行わ
れる状況は少ないと考え，ユニット鍵盤では提案方式
を採用した．



拡張ユニット

拡張ユニットには，音域を調整するための単純な
ものと，センサ，通信機器を備えた高機能なものがあ
る．前者は，ユニット鍵盤の間に挟みこんで音域的な

接続の監視および通知

ユニット鍵盤は，コネクタを

用いて接続関係を構築する．ユニットの脱着は，ユ
ニット鍵盤内にあるマイコンが，コネクタ内の接続認
識ホックの電圧を測定することで検出する．具体的に
は，通常 4' レベルにある接続認識ホックが，接続

距離を作りたいときに使用するもので，  つのコネク
タとコネクタ間の抵抗のみからなるシンプルな構造

図  をもつ．この抵抗によりユニット鍵盤は接続さ
れている鍵盤との間に挿入されている拡張ユニットの
存在及び個数を計測できる．

   





測距センサ

音色
Up

Down

プライオリティ

図

検出距離

音高

10cm

0cm

複数のスイッチをもつ拡張ユニット

後者の拡張ユニットのハードウェア構成を図  に示

図

24cm

16cm

56cm

40cm

3オクターブ

2オクターブ

32cm

4オクターブ

48cm

64cm

測距センサをもつ拡張ユニットと利用例

す．拡張ユニットのハードウェア構成は，マイコン，

表

コネクタ，無線モジュール，入出力デバイスから成り，
鍵盤構成の変更，音域や音色の変更，関係性の付与と
いった鍵盤操作を直観的に行える．



距離と音域の関係

検出距離

オクターブ

9〜9



9〜9



拡張ユ

9〜9



ニットはユニット鍵盤と同様，電源投入直後「新規参

9〜9



ホストコンピュータとのコネクションの確立

5オクターブ

加通知」をブロードキャストしホストとのコネクショ
ンを確立する．
接続の監視および通知

拡張ユニットは，ユニット鍵

盤と同様，コネクタや接続スイッチの状態を監視し，

［3］ ［4］ ［5］

［3］ ［4］

［3］ ［4］

変化があればホストコンピュータに通知する．
入力デバイスのデータ取得および通知

ホストコン

ピュータからの要求に従い指定の入力デバイスのデー

オクターブの高さ：［＊］
［2］ ［3］ ［4］

［3］ ［4］

タを取得および通知する．
図

出力デバイスの制御

モータをもつ拡張ユニットと利用例

ホストコンピュータの命令に従

い出力デバイスを制御する．

演奏者が演奏している手元でユニット鍵盤の設定
を手軽に変更することができるようになった．

活用事例

拡張ユニットはさまざまなセンサやアク

チュエータを始めとする入出力デバイスを搭載でき，

 測距センサ 測距センサを搭載した拡張ユニッ
トとユニット鍵盤との物理的距離を計測するこ

入力デバイスを活用し鍵盤構成の変更やユニット鍵

とで，図  に示すように，ユニット鍵盤が離れ

盤のコンフィギュレーションを直観的に操作できる．

るほどユニット鍵盤の音域がオクターブ単位で

また，出力デバイスを活用することで鍵盤の自律移動

変化する音高設定機能を実現した．実装では，測

や，ユニット鍵盤の設定情報や現在のモードの提示を

距センサとして 312$ 社の #$"1 " 0

行える．

を使用した．また，検出距離と音域の割当ては，

本項では，実際に実装し運用した入出力デバイスの
活用事例について述べる．

既存の鍵盤楽器のモデルを適用し，ユニット鍵盤
個分の長さ 約  ｃｍ を基準に

オクターブ

 スイッチ ユニット鍵盤の音域，音色，プライ

ずつ音域を変化させるようにした．また，使用し

オリティの各種設定を拡張ユニット上のスイッチ

た測距センサの検出距離は 9〜9 であっ

図  で操作する機能を実現した．これにより，

たため，検出距離と音域の関係は表  のように



コンピュータソフトウェア

図



協調演奏の様子

設定した．

で足りない音域を補間するパフォーマンスが考えられ

測距センサを用いることで，ケーブルなどを使

る．これらは，演奏に音楽的な要素だけでなく視覚的

用せずにユニット鍵盤の音域を変更でき，可変抵

な面白さを付加でき，被験者から好評であった．

抗をもつ簡易ユニットと異なり，物理的なユニッ
ト鍵盤の位置関係から視覚的に音域を確認でき



動きによる鍵盤操作

加速度センサを搭載した拡張ユニット（図 ）を

るようになった．

 モータ タイヤ付モータをもつ拡張ユニットを

用いて，ユーザの  種類の演奏姿勢を認識し音色を

用いて，ユニット鍵盤を自律的に移動させ不足

自動的に割り当てる機能を実現した．加速度センサは

している音域の補完を行った 図

．モータユ

1-2 で開発している無線  軸加速度センサユニット

ニットは，4,#! 社のマインドストーム 2%) を

5$: を使用した．また，地磁気センサを搭載した

使用した．実装したモータユニットの速度は約

拡張ユニット（図 ）を用いて， つの方位を認識し

9( と遅く瞬時に鍵盤構成を再構築すること

方位に合わせて音色を変更する音色設定機能を実現

は難しいが，手動で鍵盤を移動させる場合と比べ

した．地磁気センサは，# ( ( 社のデジタルコ

て鍵盤移動にかかる負荷が軽減され演奏に集中

ンパス 26%. を使用した．両センサともに教師

できた．

データとのマッチングにより認識を行っている．
加速度センサや地磁気センサを利用することで，動

 応用

きに関連付けた鍵盤操作を提案できた．これは，直観

オクターブの鍵盤を組み合わせ，センサやアク

的な鍵盤操作や，第三者が鍵盤設定を視覚的に把握で

チュエータと連携できるユニット鍵盤の枠組みを利用

きるといった利点があり，例えば，楽器の音色設定を

することでこれまでにないパフォーマンスや鍵盤操作

理解できない幼児が利用したり，マーチングバンドな

を実現できる．実際に実装した応用事例について述

どで，方位や演奏姿勢によって音色や音高を変化させ

べる．

ることで，見物人が演奏内容を視覚的に理解できる演
出などに応用できる．

  新たなパフォーマンス
ユニット鍵盤の

オクターブごとに分離できると

 評価

いう特性を活かし，ユニット鍵盤を使って新たな演奏

本章ではプロトタイプのリアルタイム性に関する

形態によるパフォーマンスを試みた．例えば，図 

評価結果および鍵盤習熟者に実際に試奏してもらった

に示すようにキーボードの音域が不足したとき，他の

使用感からユニット鍵盤の演奏性に関して検証した．

演奏者から借りるといったパフォーマンスや，図

また，拡張ユニットを利用した応用事例に関して評価

に示すようにユニット鍵盤を自律的に移動させること

を行い提案手法の有効性について調査した．

   

ピアノ





ピアニカ
③
ホストPC

④
受信機

電位変更
装置

①

アコーディオン

ギター

図



②
ユニット鍵盤

評価実験のシステム構成

続した  つの接続情報で判断している． つの接続情
報の到着間隔が長ければ誤検出の原因になってしまう
ため， つの接続情報の到着タイミングについても調
査した．

図



システム構成
姿勢による音色の割当て

実験のシステム構成を図  に示す．

実験で用いたシステム機器構成は  節で述べたハー
ドウェア構成とほとんど同じであるが，電位変更装置
をホスト $% とユニット鍵盤間に新たに設置した．電
位変更装置はユーザの代わりに打鍵離鍵操作や接続
操作を電気的に行う装置である．また，電位変更装置

方角：北
音色：トランペット

方位センサ

方角：東
音色：ピアノ

は，ホスト $% と通信できる機能をもち，ホスト $%
は任意のタイミングで擬似的に打鍵離鍵操作や接続
操作を制御できる．電位変更装置を用いることで，実
際の操作をできるだけ忠実に再現し，かつ，タイミン

方角：南
音色：ヴァイオリン

図



方角：南
音色：ハープ

地磁気センサをもつ拡張ユニットと利用例

  ユニット鍵盤に関する評価
   リアルタイム性に関する評価実験
演奏者がユニット鍵盤を使って演奏する場合，ユ
ニット鍵盤とホスト間の通信やホスト $% の処理な
どにより操作から応答が返るまでに遅延が発生する．
リアルタイム性は，楽器において重要な要素であるた
め，プロトタイプに関して打鍵が行われてから発音す
るまでの発音応答時間および脱着操作が行われてか
ら脱着処理が完了するまでの脱着応答時間について
調査した．また，脱着操作は  節で述べたように連

グなどが正確に制御可能な実験環境を確保できる．
実験ではホスト $% として !" 社のノートパソ
コン # $  を使用し，ユニット鍵盤の無線
モジュールはアローセブン社の .  を使用した．
実験で使用するユニット鍵盤は  個で，ホスト $% 側
に受信機を  個用意し，ユニット鍵盤の無線モジュー
ルとホスト $% 側の受信機は

対

で通信するよう

に設定した．また，ホスト $%;ユニット鍵盤間およ
びホスト $%;電位変更装置間の通信速度は : <(
に設定した．なお，ホスト $%;電位変更装置間は有
線で接続している．
実験の手続き
実験システム全体の流れを以下に示す．なお，以下



コンピュータソフトウェア
表



平均発音応答時間

単一のユニット鍵盤における同時打鍵数

鍵盤数
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単位：9( 

の数字は図  の白抜き丸数字に対応している．

 ホスト $% が電位変更装置に操作命令を送信
する．

実験の結果
表  に，打鍵離鍵操作を行った場合における平均
発音応答時間を示す．

 電位変更装置は，受信した命令に従い，ユニッ

使用する鍵盤数が増加するにつれ平均発音応答時間

ト鍵盤の打鍵離鍵や脱着を検出しているピンの

の増加がみられた，単一のユニット鍵盤における同時

電位を変更する．

打鍵数が増加しても平均応答時間に影響はなかった．

 電位の変更を検出したユニット鍵盤は，ホスト
$% に打鍵情報や接続情報を通知する．
 ホスト $% は，受信したメッセージを解析し命
令処理を行う．

また，標準偏差も大きなばらつきはみられなかった．
鍵盤数が

個，打鍵数が

鍵の場合，発音処理が

完了するまでに 9(  であった．これは， 分音符

=  の速度における  分音符  個分の

個に相

打鍵離鍵操作は，ホスト $% が操作命令を送って

当し，発音遅れを感じるかどうかは個人差に依存する

から命令が処理されるまでを応答時間とした．なお，

程度で，その速度で連続打鍵することは不可能である

脱着操作は該当するユニット鍵盤の接続関係および

ため，実際の演奏における連続打鍵には十分耐えうる

デバイス情報が更新されるまで，打鍵離鍵操作は

性能だと考える．

./6/ 音源に ./6/ メッセージが送信されるまでを処
理としている．

この遅延は，マイコンの打鍵検出処理，ユニット鍵
盤とホスト $% 間の通信遅延が主な原因として考え

接続情報の受信タイミングは， つ目の接続情報を

られる．具体的には，チャタリングを防止するために

受信してから  つ目の接続情報を受信するまでの時

マイコンのプログラム内で 9(  の時間待ちをして

間を計測した．

鍵盤の状態判定を行っている．また， 鍵の打鍵情報

また，脱着操作命令はある  つのユニット鍵盤の脱

を伝送するために必要な約 9( 理論値 の伝送時

着を想定し，打鍵離鍵操作命令は使用するユニット

間に加え，無線モジュール間で送受信のタイミングを

鍵盤数を

個から  個まで，各ユニット鍵盤の同時

合わせるために十数 9(  必要である．通信遅延を改

打鍵数を

鍵から  鍵まで変化させた．また，それ

善する方法としては，チャタリング検出をハードウェ

ぞれの場合において  回試行した．

ア回路によって行うことや，より高速に通信できる無

   



線通信モジュールおよび高速に動作するマイコンの利
3個のユニット鍵盤が必要

用などが考えられる．
また，単一のユニット鍵盤における同時打鍵数が
増加しても平均応答時間に影響が出なかった理由は，
ユニット鍵盤では鍵盤内で同時打鍵を検出した場合，
一般の ./6/ キーボードのように個別に打鍵情報を

余分な音域

必要な音域
余分な音域

送るのではなく，まとめて送ることで，データ量を削
減し個々のパケット伝送遅延に影響を受けない処理を
実現しているためである．
モバイルクラヴィーアIIの
機構を利用した場合，
2個のユニット鍵盤で実現

さらに，使用する鍵盤数が増加したときに増える遅
延は，ホスト $% が各受信機から送られてくる打鍵情
報を個別に処理するためである．発音応答時間の最悪
値は，鍵盤数  個，各鍵盤の同時打鍵数が  個の場

図



モバイルクラヴィーア

の応用例

合で 9(  であった．この遅延の軽減として，複数
のホストによる負荷分散が有効であると考えられる．

分など目的によって異なるため，必要な鍵盤数だけ持

一方，脱着処理に関しては，平均速度が  9( 標

ち歩けるのは便利である．
」など賛同を得られた．し

準偏差 9(  という結果が得られた．脱着にかか

かし，根本的に必要とする鍵盤領域が広ければ必要な

る時間は短く，ばらつきも小さく，自然なインタラク

ユニット鍵盤数も多くなってしまう．この問題に対し

ションを実現しているといえる．また， つの接続情

ては，演奏中に鍵盤構成を変更することで緩和でき

報の受信間隔は平均 9( 標準偏差 9(  で他

ると考えられる．例えば，鍵盤の右端左端周辺の音

の接続コマンドの割り込みはほぼ起こらない．

域は演奏で使用する頻度が低いなど，楽曲によって，

 

鍵盤習熟者による主観評価実験

 節の実験結果および  名のさまざまなレベル
の鍵盤習熟者にプロトタイプを使って演奏してもらっ
たコメントから，プロトタイプの演奏性について考察
する．

使用頻度が低く，使用頻度が高い音域から外れている
演奏領域が存在する．このような音域に対して一時的
に鍵盤構成を変更することで補完できる．
また，筆者らが開発したモバイルクラヴィーア //白
鍵間に黒鍵を挿入することで小型鍵盤におけるスムー

リアルタイム性 ピアニストに実際に試奏してもらっ
たところ「 つの鍵を打鍵したときの発音遅れは感じ

ズなキートランスポーズを実現した鍵盤楽器 <8= の機
構を応用することで，図  に示すように持ち運ぶ鍵
盤領域を削減できる．

ない」「トリルのように単音から成るフレーズを高速
に演奏しても発音遅れは感じない」「単一のユニット

接続性 ユニット鍵盤同士の脱着に関しては「接続操

鍵盤上で複数同時打鍵をしても，発音のばらつきは気

作は直感的でわかりやすく，音色や音高の再設定もス

にならない」と遅延に関する問題の指摘はなかった．

ムーズに行えている．
」「鍵盤同士を離すときに少し力

可搬性

が必要で，片手で外せるようになるまでに慣れが必要
ユニット鍵盤は，演奏で必要な音域の鍵盤だ

け持ち歩けることで可搬性の向上を実現した．我々の
主張するコンセプトは他の演奏者からも「自由自在に
鍵盤構成を変更できるため，屋外で演奏できる楽曲の
バラエティが広がって良い．
」「必要な鍵盤数は，演奏
する楽曲や，作曲するときは  オクターブあれば十

である．
」といったコメントが得られた．マグネット
型のコネクタを用いることで，ユニット鍵盤を近づけ
ると極性の異なるコネクタ間に引力が生じ，スムーズ
な接続が実現できた．また，接続状況の変更もリアル
タイムに反映されることを確認した．マグネットの引
力は，演奏中に接続しているユニット鍵盤が崩れるこ
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とを防止し，ユニット全体の形の維持にも役立ってい

右の鍵盤 を配置してもらった．鍵盤

る．ユニット鍵盤の離脱においては，マグネットの引

分まで各  回，計  回の試行を各被験者に対して行

力を引き離す必要があるため，離脱操作は接続操作よ

い，離してもらう鍵盤数はランダムに指示した．被験

り少し時間がかかってしまうが，演奏に支障をきたさ

者には「感覚を頼りにできるだけ正確に行ってほし

ない程度であった．しかし，着脱したユニット鍵盤を

い」と指示した．実験は練習なしで開始した．

他のところへ移動させる作業においては，演奏を一端
中断する必要がある．
一方，自動で移動させる場合，鍵盤移動の手間がか
からず演奏に集中できるが，実装したタイヤ付モータ
の速度は遅く瞬時に鍵盤構成を再構築することは難し

個分から  個

実験結果は，全被験者に対して全試行において正し
くオクターブが割り当てられた．また鍵盤は，図 
に示す各オクターブ範囲の中心値から± 9 以内に
配置されていた．
オクターブ設定が不安定になる範囲を計測したと

い．今後は，よりハイスピードなモータを使ったり，

ころ，各オクターブの境界部分を中心に最大± 9

より効率的な移動アルゴリズムを提案することで，ス

の範囲であったため，実際の使用において，ユーザが

ムーズな鍵盤移動を実現していきたい．

鍵盤を感覚的に動かしたとしても，誤ってオクターブ

視認性

が設定されることは極めて低いと考えられる．また，
ユニット鍵盤に割り当てられる音高や音色

は，基準ユニットの設定を中心として決まる．した
がって，基準ユニットの設定が把握できてさえいれ
ば，ユニット鍵盤や拡張ユニットの接続関係を眺める
だけで各ユニット鍵盤の設定を認識できる．しかし，
被験者から「基準ユニットの場所がわからないため，

被験者自身が設置した鍵盤（たとえ中途半端な距離に
設置されていたとしても）で実際に演奏してもらった
ところ，
「特に問題なく演奏できる」というコメント
得られた．
以上より，提案システムは，実際の演奏において活
用できるといえる．

鍵に割り当てられている音高がわからない．
」といっ
た指摘を受けた．実装では，基準ユニットの場所や，

加速度センサおよび地磁気センサ

基準ユニットに割り当てられている音高や音色を視

び地磁気センサを用いた音色変更の認識精度を調査し

覚的に把握できず，$% に表示されているアプリケー

た．評価では， 節で述べたシステムを使用し，

ション画面から設定を確認したり，各ユニット鍵盤を

名の被験者に対し「 つの演奏姿勢を行ってもらう」

実際に打鍵してその出力音から設定を確認する必要

および「 つの方位を向いてもらう」という動作をそ

があった．

れぞれ  回ずつ行ってもらった．また，演奏姿勢に

加速度センサおよ

今後は，4,6・セグメント 4,6・ディスプレイを

関しては被験者ごとに特性があるため，実験の前に

搭載した拡張ユニットを構築し，基準ユニットに目印

各被験者の演奏姿勢をシステムに学習させた．被験

をつけたり，基準ユニットの設定情報を提示すること

者には「できるだけ正確に行ってほしい」と指示し，

で，よりスムーズな鍵盤操作をめざしていきたい．

練習なしで実験を開始した．なお，各試行ごとに姿勢
や方向を決めてからであれば，打鍵することを許し，
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拡張ユニットを用いて実装した以下の事例について
評価実験を行った．
測距センサ 測距センサによる音高設定の確度を調査
した．評価実験は，図  のシステムを使用し， 名
の被験者に対して，図  の左の鍵盤を基準に指示す
る鍵盤数分だけ手動でユニット鍵盤 図  における

被験者は打鍵による出力音から正しく音色が割り当
てられているか確認できる．
加速度センサによる平均姿勢認識精度は >標準
偏差 > となり，地磁気センサによる平均認識精度
は >標準偏差 > と高い認識精度を示した．誤認
識は，実験の初期段階で，姿勢や向きが中途半端な場
合に生じていた．また，被験者は，打鍵による出力音
から姿勢や向きを補正していた．したがって，数回訓

   





練すれば，ほとんど誤認識は生じないと考えられる．

構築した．ユニット鍵盤の接続構造は，リアルタイム

以上より，提案システムは，実際の演奏において十

に認識され，入出力デバイスをもつ拡張ユニットも利

分活用できる精度であるといえる．

用できるため，直観的な鍵盤操作が行える．
今後の課題としては，ユニット群における直観的な

 関連研究

関係性構築方法の提案を行う予定である．

ユニットを組み合わせて高機能化を図る試みは多く

謝辞 本研究の一部は，中山隼雄科学技術文化財団

行われている．例えば，4,#! 型ブロックを組み立

研究助成の支援によるものである．ここに記して謝意

てることで，その形状をゲーム内で利用できるシス

を表す．

テム < = や，三角形の板を組み合わせてある形状を作
成すると，形状に応じた &

ページを開いたり，物

語を展開するシステム <$= が報告されている．他にも，
ブロックを組み合わせてプログラミングを行うもの
<;= や，入出力デバイスが搭載されたブロックを利用

してその  次元形状によりさまざまなインタラクショ
ンを行えるもの <>= がある．これらは，いずれも直観
的なコンピュータとのインタラクションを目指し，本
研究のような音楽利用を目的としたものではない．
一方，音楽利用を目的とした研究に，ブロックに効
果音などを割り当て，それをつないで様々な音楽を創
り出すシステム <&= や，音の強弱，長短，音色などを
調節できるカードを並べ音楽を生成するもの <7= があ
る．これらは，いずれも音楽生成を目的とし，楽器演
奏支援を目的としていない．また，6!,$0,2 社の

 .* !7 .( 

 <%= は，ユニッ

ト鍵盤のように鍵盤を組み合わせて鍵盤構成を柔軟
に変更することが可能であるが，本研究のような鍵盤
特性の異なる鍵盤のダイナミックな入替えは想定され
ていない．
従来の楽器演奏スタイルを守りつつ楽器の小型化を
目指した研究として，タッチパネル式の $61 を用い
たベース楽器 <9= や前述したモバイルクラヴィーア //
<8= がある．これらは，楽器のサイズを変えずに，さ

まざまな楽曲を演奏できるかを目指し，適宜組み合わ
せることで解決する本研究とは異なる．

 おわりに
本研究では， オクターブの鍵盤を組み合わせるこ
とでさまざまな鍵盤構造に適応できるユニット鍵盤を
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