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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者が演奏操作を行うための演奏操作子を備えた演奏端末と、１または複数の音源と
、前記複数の演奏端末、および前記１または複数の音源に接続され、各演奏端末を制御す
るコントローラと、からなる合奏システムであって、
　前記コントローラは、
　複数の演奏パートからなる演奏曲データを記憶する記憶手段と、
　使用者が演奏の開始、および終了を指示するための操作手段と、
　前記複数の演奏パートを前記複数の演奏端末に割り当て、各演奏端末の演奏操作子の操
作態様に応じて、その演奏端末に割り当てられている演奏パートの読み出しを進行させ、
読み出した演奏パートのデータを前記音源に出力する演奏制御手段と、
　前記複数の演奏端末のうちガイド役用演奏端末が割り当てられている演奏パートの読み
出し進度と各演奏端末が割り当てられている演奏パートの読み出し進度のズレをそれぞれ
の演奏端末毎に検出するズレ検出手段と、
　前記読み出し進度のズレを表示する表示手段と、
　を備えたことを特徴とする合奏システム。
【請求項２】
　前記音源は、前記複数の演奏端末の各々に内蔵され、
　前記コントローラの演奏制御手段は、前記読み出した演奏パートのデータを、その演奏
パートが割り当てられている演奏端末に内蔵された音源に出力することを特徴とする請求
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項１に記載の合奏システム。
【請求項３】
　前記コントローラは、使用者が１または複数の演奏端末を指定し、指定された演奏端末
に割り当てられている演奏パートの早送り指示を行うための早送り指示手段をさらに備え
、
　前記コントローラの演奏制御手段は、使用者が前記早送り指示手段で早送り指示を行っ
た時、前記指定された演奏端末の演奏パートの読み出しを高速に進行させる請求項１、ま
たは請求項２に記載の合奏システム。
【請求項４】
　前記各演奏端末は、使用者が自己の演奏端末に割り当てられている演奏パートの早送り
指示を行うための端末早送り指示手段を備え、
　前記コントローラの演奏制御手段は、使用者が前記端末早送り指示手段で早送り指示を
行った時、その演奏端末の演奏パートの読み出しを高速に進行させる請求項１、請求項２
、または請求項３に記載の合奏システム。
【請求項５】
　前記コントローラは、使用者が１または複数の演奏端末を指定し、指定された演奏端末
に割り当てられている演奏パートの巻き戻し指示を行うための巻き戻し指示手段をさらに
備え、
　前記コントローラの演奏制御手段は、使用者が前記巻き戻し指示手段で巻き戻し指示を
行った時、前記指定された演奏端末の過去に読み出した演奏パートを逆順に読み出す請求
項１乃至請求項４に記載の合奏システム。
【請求項６】
　前記各演奏端末は、使用者が自己の演奏端末に割り当てられている演奏パートの巻き戻
し指示を行うための端末巻き戻し指示手段を備え、
　前記コントローラの演奏制御手段は、使用者が前記端末巻き戻し指示手段で巻き戻し指
示を行った時、その演奏端末の過去に読み出した演奏パートを逆順に読み出す請求項１乃
至請求項５に記載の合奏システム。
【請求項７】
　前記コントローラは、使用者が１または複数の演奏端末を指定し、指定された演奏端末
に割り当てられている演奏パートについてガイド役用演奏端末とのズレをなくす指示を行
うためのズレ修正手段を備え、
　前記コントローラの演奏制御手段は、使用者が前記ズレ修正手段でガイド役用演奏端末
とのズレをなくす指示を行った時、ガイド役用演奏端末が割り当てられている演奏パート
の読み出し進度と同じ進度の前記指定された演奏端末の演奏パートを読み出す請求項１乃
至請求項６に記載の合奏システム。
【請求項８】
　前記各演奏端末は、使用者が自己の演奏端末に割り当てられている演奏パートについて
ガイド役用演奏端末とのズレをなくす指示を行うための端末ズレ修正手段を備え、
　前記コントローラの演奏制御手段は、使用者が前記端末ズレ修正手段でガイド役用演奏
端末とのズレをなくす指示を行った時、ガイド役用演奏端末が割り当てられている演奏パ
ートの読み出し進度と同じ進度の当該演奏端末の演奏パートを読み出す請求項１乃至請求
項７に記載の合奏システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、楽器の操作に不慣れな者であっても容易に合奏に参加できる合奏システム
に関し、特に合奏における各参加者の演奏ズレをわかりやすくした合奏システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
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　従来より、演奏者の操作に対して楽音を発生する電子楽器が知られている。このような
電子楽器は、例えばピアノ等をモデルとしており、自然楽器のピアノと同様の演奏操作を
行うものが一般的であった。この様な電子楽器は演奏に熟練を要し、習熟に時間がかかる
ものである。
【０００３】
　しかし、近年は楽器の操作に不慣れな者が容易に演奏を行うことが望まれており、また
、単に一人の使用者が演奏を楽しむだけでなく、多数の使用者が参加して合奏を実現する
ことが望まれている。
【０００４】
　楽器の操作に不慣れな複数人の使用者が容易に演奏に参加できる電子楽器として、例え
ば特許文献１のようなものが提案されている。特許文献１の電子楽器は、複数人が簡易な
操作（手で振る操作）で合奏を行うことができるものである。しかし、楽器の操作に不慣
れな複数人が合奏を行う場合、各演奏者のズレが問題となる。
【０００５】
　演奏ズレを防ぐために、演奏者と楽譜データとのテンポズレを検出し、楽譜上にテンポ
ズレを表示する演奏支援装置（例えば特許文献２参照）や、手本演奏の演奏タイミングと
演奏者の演奏タイミング履歴を画面上に表示して、手本演奏との差をわかりやすくした演
奏表示装置（例えば特許文献３参照）が提案されている。
【特許文献１】特開２０００－２７６１４１号公報
【特許文献２】特開２００１－３３７６７５号公報
【特許文献３】特開２００２－９１２９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献２、および特許文献３は、楽譜データや手本演奏（デモ演奏）とのズレ量を表
示するものである。したがって、個々人の演奏者が演奏の上達のために用いるものである
。
【０００７】
　特許文献１のように、複数人が同時にリハビリ等の活動を行う場合、所定の人数（例え
ば５人程度）でグループを形成し、ファシリテータ（ガイド役）が各参加者をガイドする
ことが多い。この場合、ファシリテータの演奏に合わせて各参加者が演奏する。特許文献
２、および特許文献３は、楽譜データや機械によるデモ演奏とのズレ量を表示することは
できるが、ガイド役などの人間の演奏とのズレ量を表示できるものではなかった。
【０００８】
　また、特許文献２、および特許文献３は、細かな音符単位のズレ（タイミングのズレ）
を表示するものであり、楽器の操作に不慣れな者にとってはどのようにしてズレ量を補正
して演奏すればよいか判断しにくいものであった。
【０００９】
　この発明は、ガイド役とのズレ量を表示でき、楽器の操作に不慣れな者であっても容易
にズレ量を把握することができる合奏システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明の合奏システムは、使用者が演奏操作を行うための演奏操作子を備えた演奏端
末と、１または複数の音源と、前記複数の演奏端末、および前記１または複数の音源に接
続され、各演奏端末を制御するコントローラと、からなる合奏システムであって、前記コ
ントローラは、複数の演奏パートからなる演奏曲データを記憶する記憶手段と、使用者が
演奏の開始、および終了を指示するための操作手段と、前記複数の演奏パートを前記複数
の演奏端末に割り当て、各演奏端末の演奏操作子の操作態様に応じて、その演奏端末に割
り当てられている演奏パートの読み出しを進行させ、読み出した演奏パートのデータを前
記音源に出力する演奏制御手段と、前記複数の演奏端末のうちガイド役用演奏端末が割り
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当てられている演奏パートの読み出し進度と各演奏端末が割り当てられている演奏パート
の読み出し進度のズレをそれぞれの演奏端末毎に検出するズレ検出手段と、前記読み出し
進度のズレを表示する表示手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　この発明において、使用者がコントローラの操作手段を用いて演奏の開始を指示し、演
奏端末の操作子で演奏操作を行う。演奏端末の操作子は、例えば電子ピアノの鍵盤である
。いずれか一つの鍵盤を打鍵すると操作信号がコントローラに送信される。コントローラ
は受信した操作信号に基づいて発音指示を音源に送信する。音源は発音指示に応じて楽音
を発音する。演奏端末のうち、いずれか一つはファシリテータ用となる。コントローラは
、各演奏端末から操作信号が入力されたとき、ガイド役用（例えばファシリテータ用）演
奏端末との入力回数ズレ（曲頭からの打鍵回数の差）を検出する。各演奏端末の打鍵回数
のズレはディスプレイ等の表示部に表示する。
【００１２】
　この発明は、さらに、前記音源は、前記複数の演奏端末の各々に内蔵され、前記コント
ローラの演奏制御手段は、前記読み出した演奏パートのデータを、その演奏パートが割り
当てられている演奏端末に内蔵された音源に出力することを特徴とする。
【００１３】
　この発明において、コントローラは演奏端末から受信した操作信号に基づいて、その演
奏端末に割り当てられている演奏パートの読み出しを進行させ、読み出した演奏パートの
データを当該演奏端末に内蔵された音源に送信する。演奏端末の内蔵音源は受信した発音
指示に応じて楽音を発音する。これにより、各演奏端末において、各自の演奏パートが発
音されることとなる。
【００１４】
　この発明は、さらに、前記コントローラは、使用者が１または複数の演奏端末を指定し
、指定された演奏端末に割り当てられている演奏パートの早送り指示を行うための早送り
指示手段をさらに備え、前記コントローラの演奏制御手段は、使用者が前記早送り指示手
段で早送り指示を行った時、前記指定された演奏端末の演奏パートの読み出しを高速に進
行させることを特徴とする。
【００１５】
　この発明において、使用者が演奏端末を指定し、早送り指示を行うと、コントローラは
その指定された演奏端末の演奏パートを高速に読み出し、音源にデータを送信する。音源
は高速に読み出された演奏パートのデータに応じて楽音を発音するので、早送りされて発
音されることとなる。これにより、各使用者の演奏について、いつでも周りの演奏者の演
奏に追いつかせることができる。なお、ガイド役用演奏端末を含めて全ての演奏端末を同
時に指定して早送り指示を行うこともできる。
【００１６】
　この発明は、さらに、前記各演奏端末は、使用者が自己の演奏端末に割り当てられてい
る演奏パートの早送り指示を行うための端末早送り指示手段を備え、前記コントローラの
演奏制御手段は、使用者が前記端末早送り指示手段で早送り指示を行った時、その演奏端
末の演奏パートの読み出しを高速に進行させることを特徴とする。
【００１７】
　この発明において、各演奏端末の使用者が自己の演奏端末の早送り指示を行うと、コン
トローラはその演奏端末の演奏パートを高速に読み出し、音源にデータを送信する。音源
は高速に読み出された演奏パートのデータに応じて楽音を発音するので、早送りされて発
音されることとなる。これにより、各使用者は、いつでも周りの演奏者の演奏に追いつく
ことができる。
【００１８】
　この発明は、さらに、前記コントローラは、使用者が１または複数の演奏端末を指定し
、指定された演奏端末に割り当てられている演奏パートの巻き戻し指示を行うための巻き
戻し指示手段をさらに備え、前記コントローラの演奏制御手段は、使用者が前記巻き戻し
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指示手段で巻き戻し指示を行った時、前記指定された演奏端末の過去に読み出した演奏パ
ートを逆順に読み出すことを特徴とする。
【００１９】
　この発明において、使用者が演奏端末を指定し、巻き戻し指示を行うと、コントローラ
はその指定された演奏端末の演奏パートを時間逆順に読み出し、音源にデータを送信する
。音源においては通常と逆順に発音されることとなり、巻き戻し再生が行われる。これに
より、各使用者の演奏について、周りの演奏者よりも演奏が進みすぎていた場合に現在の
タイミングに戻すことができる。
【００２０】
　この発明は、さらに、前記各演奏端末は、使用者が自己の演奏端末に割り当てられてい
る演奏パートの巻き戻し指示を行うための端末巻き戻し指示手段を備え、前記コントロー
ラの演奏制御手段は、使用者が前記端末巻き戻し指示手段で巻き戻し指示を行った時、そ
の演奏端末の過去に読み出した演奏パートを逆順に読み出すことを特徴とする。
【００２１】
　この発明において、各演奏端末の使用者が自己の演奏端末の巻き戻し指示を行うと、コ
ントローラはその演奏端末の演奏パートを時間逆順に読み出し、音源にデータを送信する
。音源においては通常と逆順に発音されることとなり、巻き戻し再生が行われる。これに
より、各使用者は、周りの演奏者よりも演奏が進みすぎていた場合に現在のタイミングに
戻ることができる。
【００２２】
　この発明は、さらに、前記コントローラは、使用者が１または複数の演奏端末を指定し
、指定された演奏端末に割り当てられている演奏パートについてガイド役用演奏端末との
ズレをなくす指示を行うためのズレ修正手段を備え、前記コントローラの演奏制御手段は
、使用者が前記ズレ修正手段でガイド役用演奏端末とのズレをなくす指示を行った時、ガ
イド役用演奏端末が割り当てられている演奏パートの読み出し進度と同じ進度の前記指定
された演奏端末の演奏パートを読み出すことを特徴とする。
【００２３】
　この発明において、使用者が演奏端末を指定し、ガイド役用演奏端末とのズレをなくす
指示を行うと、コントローラはガイド役用演奏端末の読み出し進度と同じタイミングのそ
の指定された演奏端末の演奏パートを読み出す。これにより、使用者は、いつでもガイド
役演奏端末の演奏とズレをキャンセルすることができる。
【００２４】
　この発明は、さらに、前記各演奏端末は、使用者が自己の演奏端末に割り当てられてい
る演奏パートについてガイド役用演奏端末とのズレをなくす指示を行うための端末ズレ修
正手段を備え、前記コントローラの演奏制御手段は、使用者が前記端末ズレ修正手段でガ
イド役用演奏端末とのズレをなくす指示を行った時、ガイド役用演奏端末が割り当てられ
ている演奏パートの読み出し進度と同じ進度の当該演奏端末の演奏パートを読み出すこと
を特徴とする。
【００２５】
　この発明において、各演奏端末の使用者が自己の演奏端末とガイド役用演奏端末とのズ
レをなくす指示を行うと、コントローラはガイド役用演奏端末の読み出し進度と同じタイ
ミングのその演奏端末の演奏パートを読み出す。これにより、各使用者は、いつでもガイ
ド役演奏端末の演奏とズレをキャンセルすることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　この発明によれば、ガイド役とのズレ量（打鍵数ズレ）を表示でき、楽器の操作に不慣
れな者であっても容易にズレ量を把握することができるので、自分の演奏を調整し易くな
る。また、ガイド役自身も各演奏参加者のズレ量を容易に把握することができるので、各
参加者に対してもっと速くするべきか遅くするべきか等の指導を行うことができ、各参加
者に合わせて自身のテンポを調整することもできる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　図面を参照して、本発明の実施形態に係る合奏システムについて説明する。図１は、合
奏システムの構成を示すブロック図である。同図に示すように、この合奏システムは、コ
ントローラ１と、コントローラ１にＭＩＤＩインタフェースボックス３を介して接続され
る複数（同図においては６台）の演奏端末２Ａ～２Ｆと、を備えている。
【００２８】
　コントローラ１は、例えばパーソナルコンピュータにより構成され、このパーソナルコ
ンピュータに搭載されたソフトウェアによって各演奏端末２の制御およびデータの収集を
行う。コントローラ１は複数パートからなる演奏曲データを記憶している。これらのパー
トは、１または複数のメロディパート、リズムパート、伴奏パート等からなっている。コ
ントローラ１は、各パート（または複数のパート）の発音データをそれぞれの演奏端末２
に送信する通信部を備えている。
【００２９】
　演奏端末２は、使用者が演奏操作を行うとともに、この使用者の演奏操作に応じた楽音
を発生するものであり、例えば電子ピアノ等の電子鍵盤楽器により構成される。この実施
形態では、コントローラ１とＵＳＢで接続されているＭＩＤＩインタフェースボックス３
を用い、各演奏端末２を別々のＭＩＤＩ系統で接続している。同図においては演奏端末２
Ａをファシリテータ用の演奏端末とする。ファシリテータ用端末の指定はコントローラ１
にて行う。なお、演奏端末は電子ピアノに限らず、電子ギター等他の形態の電子楽器であ
ってもよい。無論、外観上は自然楽器に限らず単にボタン等の操作子を備えた端末であっ
てもよい。
【００３０】
　なお、演奏端末２が音源を内蔵する必要はなく、独立した音源をコントローラ１に接続
してもよい。この場合、コントローラ１に接続する音源の数は１つであってもよいし、演
奏端末２と同じ数であってもよい。演奏端末２と同じ数の音源を接続する場合、コントロ
ーラ１はそれぞれの音源と演奏端末２を対応付けて演奏曲データの各パートを割り当てる
ようにすればよい。
【００３１】
　この合奏システムは、コントローラ１が記憶している演奏曲データの複数の演奏パート
を、複数の演奏端末２にそれぞれ割り当て、各演奏端末２が独自に割り当てられた演奏パ
ートの自動演奏を進めていく。使用者が演奏端末２を用いて演奏操作（例えば電子ピアノ
の鍵盤を打鍵）を行うと、コントローラ１にテンポとタイミングの指示が送信される。コ
ントローラ１は、入力されたテンポとタイミングの指示に基づいてその演奏端末２に割り
当てた演奏パートの各音符の発音指示を演奏端末２に送信する。演奏端末２は受信した発
音指示に基づいて自動演奏を行う。各演奏端末２を使用する生徒がファシリテータに合わ
せてテンポをとることで合奏が成立する。以下、コントローラ１と演奏端末２の構成につ
いて詳細に説明する。
【００３２】
　図２は、コントローラ１の構成を示すブロック図である。同図に示すように、コントロ
ーラ１は、通信部１１、制御部１２、ＨＤＤ１３、ＲＡＭ１４、操作部１５、および表示
部１６を備えている。制御部１２には通信部１１、ＨＤＤ１３、ＲＡＭ１４、操作部１５
、および表示部１６が接続されている。
【００３３】
　通信部１１は、演奏端末２と通信を行う回路部であり、ＵＳＢインタフェースを有して
いる。このＵＳＢインタフェースには、ＭＩＤＩインタフェースボックス３が接続され、
通信部１１はこのＭＩＤＩインタフェースボックス３及びＭＩＤＩケーブルを介して６台
の演奏端末２と通信する。ＨＤＤ１３は、コントローラ１の動作用プログラムや、複数パ
ートからなる演奏曲データを記憶している。
【００３４】
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　制御部１２は、ＨＤＤ１３に記憶されている動作用プログラムを読み出してワークメモ
リであるＲＡＭ１４に展開し、パート割り当て５０、シーケンス５１、および発音指示５
２等の処理を実行する。パート割り当て５０は、演奏曲データの各演奏パートを複数の演
奏端末２に割り当てる。シーケンス５１は、各演奏端末２から受信したテンポ、タイミン
グの指示に応じて演奏曲データの各演奏パートをシーケンス（各音の音高、音長等の決定
）する。発音指示５２は、シーケンス５１で決定した各音の音高、音長等を発音指示デー
タとして演奏端末２に送信する。
【００３５】
　操作部１５は、使用者（主にファシリテータ）がこの演奏システムの動作指示を行うた
めのものである。ファシリテータは、操作部１５を操作し、例えば演奏する演奏曲データ
を指定したり、各演奏端末２の演奏パートを割り当てたりする。表示部１６は、所謂ディ
スプレイ（モニタ）であり、ファシリテータや各使用者はこの表示部１６を見ながら演奏
操作を行う。詳細は後述するが、表示部１６には合奏を行うための様々な情報が表示され
る。
【００３６】
　図３は、演奏端末２の構成を示すブロック図である。同図に示すように、演奏端末２は
、通信部２１、制御部２２、演奏操作子である鍵盤２３、音源２４、およびスピーカ２５
を備えている。制御部２２には通信部２１、鍵盤２３、および音源２４が接続されている
。また、音源２４にはスピーカ２５が接続されている。
【００３７】
　通信部２１は、ＭＩＤＩインタフェースであり、ＭＩＤＩケーブルを介してコントロー
ラ１と通信する。制御部２２は、演奏端末２を統括的に制御する。鍵盤２３は、例えば６
１鍵や８８鍵の鍵数を有し、５～７オクターブの音域の演奏が可能であるが、この合奏シ
ステムでは鍵を区別せずにノートオン／ノートオフメッセージ、打鍵強さ（Velocity）の
データのみ用いる。すなわち各鍵は、オン／オフを検出するセンサと打鍵の強さを検出す
るセンサが内蔵されており、鍵盤２３は各鍵の操作態様（どの鍵がどのような強さで打鍵
されたか等）に応じて操作信号を制御部２２に出力する。制御部２２は、入力された操作
信号に基づき、通信部２１を介してコントローラ１にノートオンメッセージやノートオフ
メッセージを送信する。音源２４は、制御部２２の制御に応じて楽音波形を生成し、音声
信号としてスピーカ２５に出力するものである。スピーカ２５は、音源２４から入力され
た音声信号を再生し、楽音を発音する。なお、上述したように、音源とスピーカは演奏端
末２に内蔵していなくともよい。音源とスピーカをコントローラ１に接続し、演奏端末２
と異なる場所から楽音が発音されるようにしてもよい。各演奏端末２と同じ数の音源をコ
ントローラ１に接続してもよいが、単一の音源を用いてもよい。
【００３８】
　上記の動作では、鍵盤２３を打鍵したとき、制御部２２はノートオン／ノートオフメッ
セージをコントローラ１に送信（ローカルオフ）し、鍵盤２３によるノートメッセージで
はなく、コントローラ１からの指示に応じて楽音を発音するが、上記の様な動作とは別に
、一般的な電子楽器として使用することも無論可能である。鍵盤２３を打鍵したとき、制
御部２２はノートメッセージをコントローラ１に送信せずに（ローカルオン）、当該ノー
トメッセージに基づいて音源２４に楽音を発音するように指示することも可能である。ロ
ーカルオン、ローカルオフは使用者がコントローラ１の操作部１５を用いて切替えてもよ
いし、演奏端末２の端末操作部（図示せず）で切替えてもよい。また、一部の鍵盤のみロ
ーカルオフし、他の鍵盤はローカルオンとなるように設定することも可能である。
【００３９】
　次に、上記のような合奏システムを用いて合奏を行うための動作について説明する。使
用者（特にファシリテータ）は、コントローラ１の操作部１５を用いて演奏曲データを選
択する。演奏曲データはＭＩＤＩ規格に基づいて予め作成されたデータ（スタンダードＭ
ＩＤＩ）であり、コントローラ１のＨＤＤ１３に記憶されている。この楽曲データの一例
を図４に示す。同図に示すように、演奏曲データは、複数の演奏パートからなり、各演奏
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パートを識別する識別情報と、各演奏パートの演奏情報を含んでいる。
【００４０】
　使用者が演奏曲データの選択を行うと、コントローラ１は接続されている各演奏端末２
のそれぞれに演奏パートを割り当てる。どの演奏端末にどの演奏パートを割り当てるかは
、予めテーブルを規定しておく。図５は、演奏パート割り当てテーブルの一例を示す図で
ある。同図に示すように、演奏パート１には、ＭＩＤＩポート０（ファシリテータ用演奏
端末）が対応しており、例えば図１においては演奏端末２Ａに演奏パート１が割り当てら
れる。ＭＩＤＩポートはＭＩＤＩインタフェースボックス３のポート番号を示しており、
各演奏端末２はその接続されているＭＩＤＩポートで識別されている。以下同様に演奏パ
ート２にはＭＩＤＩポート１（ピアノ１）が対応し、例えば図１においては演奏端末２Ｂ
に演奏パート２が割り当てられる。このように、各演奏端末２にそれぞれ自動的に演奏パ
ートが割り当てられる。この演奏パート割り当てテーブルは事前にファシリテータがコン
トローラ１に登録したものである。なお、ファシリテータがコントローラ１の操作部１５
を用いてマニュアル選択するようにしてもよい。
【００４１】
　なお、ＵＳＢポートに接続されている場合は、各演奏端末２をＵＳＢポート番号で識別
するようにすればよい。
【００４２】
　ファシリテータが演奏曲データを選択し、コントローラ１により各演奏端末２に演奏パ
ートが割り当てられると、ファシリテータはコントローラ１の操作部１５を用いて演奏開
始スタンバイを指示する。ここで言う演奏開始スタンバイとは実際に楽音を発生する意味
ではなく、コントローラ１がＨＤＤ１３からＲＡＭ１４へ演奏曲データを読み出して演奏
動作を行うための準備状態とすることである。
【００４３】
　ファシリテータが演奏開始スタンバイを指示し、コントローラ１が演奏準備を行うと、
各演奏端末２の使用者は演奏が可能となる。この合奏システムにおいては、複数の使用者
がファシリテータ（合奏リーダ）の演奏に合わせて演奏操作を行う。つまり、単にお手本
演奏（機械デモ演奏）に合わせて演奏するのではなく、ファシリテータの演奏（人間の演
奏）に合わせて各使用者が演奏を行うので、実際に合奏をしているという実感を得ること
ができる。
【００４４】
　合奏中における合奏システムの動作について説明する。各使用者が演奏端末２の操作子
（鍵盤）２３を指で押すと、制御部２２は鍵盤を押した強さに応じてノートオンメッセー
ジをコントローラ１に送信する。ノートオンメッセージには打鍵の強さ(Velocity)等の情
報が含まれる。また、鍵盤２３を元に戻す（指を離す）と、制御部２２は、ノートオフメ
ッセージをコントローラ１に送信する。コントローラ１は、演奏端末２から受信したノー
トオンメッセージ、ノートオフメッセージに基づいて、その演奏端末２に割り当てた演奏
パートのうち、所定長さ分（例えば１拍分）の演奏曲データをシーケンスし、発音指示デ
ータとして演奏端末２に送信する。発音指示データには、発音すべきタイミング、音長、
強度、音色、効果、音高変化（ピッチベンド）や、テンポ等が含まれる。
【００４５】
　コントローラ１は、ノートオンメッセージを受信してからノートオフメッセージを受信
するまでの時間に基づいて上記発音指示データを決定する。具体的には、ノートオンメッ
セージが入力されたときに、演奏曲データのうち該当する演奏パートの所定長さ分（１拍
分等）の演奏情報を読み出して発音すべきタイミング、音色、効果、音高変化等を決定す
る。また、ノートオンメッセージのVelocity情報から発音強度を決定する。演奏曲データ
の演奏情報には音量を示す情報が含まれており、この音量にVelocity情報を乗算して強度
を決定する。つまり、演奏曲データには、その曲中のボリューム表現（音の強弱）を考慮
した音量情報が予め含まれているが、各使用者が鍵盤を押した強さに応じた強弱表現が追
加され、発音強度が決定されることとなる。
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【００４６】
　コントローラ１は、ノートオフメッセージが入力されたとき、ノートオンメッセージが
入力されてからの時間を測定する。ノートオフメッセージが入力されるまでは、最初に発
音した楽音をそのまま発生し、ノートオフメッセージが入力されたときにその拍分のテン
ポ、各音の音長を決定して次の楽音を発音する。
【００４７】
　なお、ノートオンからノートオフまでの時間（GateTimeとする）から単純にテンポを決
定してもよいが、以下のようにしてテンポを決定してもよい。すなわち、複数回（直近か
ら数回前）の打鍵について、GateTimeの移動平均を算出し、これに時間による重み付けを
行う。直近の打鍵について最も重み付けを大きくし、過去の打鍵になるほど重み付けを小
さくする。このようにしてテンポを決定することで、ある打鍵の時のみGateTimeが大きく
変化したとしても突然にテンポが変化せず、曲の流れに応じて違和感無くテンポ変化を行
うことができる。
【００４８】
　演奏端末２の制御部２２は、上記のようにコントローラ１が決定した発音指示データを
受信し、音源２４に楽音波形の生成を指示する。音源２４は、楽音波形を生成し、スピー
カ２５から楽音を再生する。各使用者が鍵盤を押す毎に上記の処理が繰り返され、例えば
１拍毎に鍵盤を押すことで曲の演奏を行うことができる。
【００４９】
　なお、上記のように、ノートオフメッセージが入力されるまでは、最初に発音した楽音
をそのまま発生するので、使用者が鍵盤から指を戻すまでは同一楽音を鳴らし続けること
となり、この合奏システムにおいては、音を延ばす演奏表現（フェルマータ）を実現する
ことができる。
【００５０】
　また、上記のようにしてGateTimeの移動平均によりテンポを決定することで、以下のよ
うな演奏表現を実現することもできる。例えば、ある打鍵の時のみ短くポンと押された場
合、その拍分の各音の音長を短くし、一方でゆったりと押された場合その拍分の各音の音
長を長くする。これにより、テンポは大きく変化しないが各音の歯切れをよくする演奏表
現（スタッカート）を実現したり、テンポを大きく変化させずに音の長さを保つ演奏表現
（テヌート）を実現したりすることができる。
【００５１】
　なお、この実施形態においてはいずれの鍵盤を打鍵したとしてもノートオンメッセージ
、ノートオフメッセージがコントローラ１に送信されるが、上記のスタッカートやテヌー
トが効く鍵盤と効かない鍵盤を分けてもよい。コントローラ１は、特定の鍵盤（例えばE3
)からのノートオンメッセージ、ノートオフメッセージが入力された場合のみ、テンポを
保ちながら音長を変化させるようにすればよい。
【００５２】
　次に、表示部１６に表示されるユーザインタフェースについて説明する。図６は、表示
部１６に表示されるメイン操作ウィンドウである。このウィンドウの上部テキストフィー
ルドには使用者が選択した演奏曲データ名が表示される。「setting」フィールド内には
それぞれの演奏端末（Facilitator，Piano1～5）が表示されており、各演奏端末毎に出欠
を選択するプルダウンメニューと、演奏パートを割り当てるラジオボタンが表示されてい
る。演奏端末（Facilitator，Piano1～5）は、ＭＩＤＩインタフェースボックス３のＭＩ
ＤＩポートにそれぞれ対応付けられている。
【００５３】
　出欠のプルダウンメニューは生徒の出欠に応じてファシリテータが選択入力する。ラジ
オボタンは、演奏曲データにおいて演奏パートが割り当てられている演奏端末のみ表示さ
れる。
【００５４】
　この図における例では、選択した演奏曲データに演奏パート１、２、３、および１０が
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設定されており、この演奏曲データを選択すると、上記のテーブルに従って順にFacilita
tor、Piano1、Piano2、およびPiano3が演奏パート１、２、３、および１０に自動的に割
り当てられる。なお、同図中では選択した演奏曲データに４つの演奏パートのみが含まれ
ているため、Facilitator、Piano1～3にのみ演奏パートが割り当てられているが、例えば
演奏曲データに６つの演奏パートが含まれている場合は、Facilitator、Piano1～5のそれ
ぞれに演奏パートが割り当てられる。ＭＩＤＩポート（演奏端末）よりも演奏パートの数
が多い場合は、Facilitatorに複数の演奏パートを割り当てる。ここで、コントローラ１
を操作する使用者（ファシリテータ）がラジオボタンを選択することで各演奏パートを好
みの演奏端末にマニュアル選択することも可能である。また、FacilitatorOnlyのチェッ
クボックスを選択すると全ての演奏パートがFacilitatorに割り当てられる。なお、プル
ダウンメニューが「欠席」とされた演奏端末にはラジオボタンが表示されず、演奏パート
が割り当てられないようになっている。
【００５５】
　また、テーブルに基づいて自動で演奏パートの割り当てを行う場合も「出席」「欠席」
のプルダウンメニューについて、「欠席」が選択されている場合、その演奏端末に割り当
てられるべき演奏パートはFacilitatorに割り当てられる。なおこの場合、「欠席」の演
奏パートを音色や役割関係の近い演奏パート（例えばドラムスに対してベース、弦楽器群
等）が割り当てられている他の演奏端末に代替して割り当てるようにしてもよい。関連す
る演奏パートは予めテーブルにより規定しておけばよい。
【００５６】
　演奏パートの割り当て後に、ウィンドウ中央左部に表示されている演奏コントロールボ
タンのうちStartボタンを押下すると演奏開始スタンバイとなり、図７に示す合奏ウィン
ドウが表示部１６に表示される。このウィンドウにおいても上部テキストフィールドには
選択した演奏曲データ名が表示される。ウィンドウ上部右側には選択している演奏曲デー
タの小節数と現在演奏中の小節が表示されている。ウィンドウ中央上部に表示されている
拍打数フィールド（BeatSetting）には１小節内の拍打数を設定するラジオボタンが表示
されている。同図においては１小節が４拍子／４分の曲データについて演奏をするので、
拍打数を４に設定すると１拍毎に打鍵することとなる。また、図８（Ａ）に示すように、
この演奏曲において拍打数２のラジオボタンを選択すると、１拍おきに打鍵することとな
り、１拍目、３拍目が打鍵タイミングとなる。この場合、コントローラ１は、演奏端末２
からノートオンメッセージ、ノートオフメッセージが送信されると、２拍分の演奏指示デ
ータを返信する。つまり、１回の打鍵で２拍分の演奏がされることになる。
【００５７】
　図７において、ウィンドウ中央左側には各ＭＩＤＩポート（Facilitator、Piano１、Pi
ano2、Piano3）が表示され、それぞれのＭＩＤＩポートに現在の小節数、小節内の拍子数
（打鍵タイミング）、現在の拍打が表示される。打鍵タイミングは同図に示すように内部
に数字が記入された四角状のアイコンで表示され、現在の拍打は立体四角状のアイコンで
表示される。無論、この例のアイコンに限るものではなく、他の形状のアイコンであって
もよい。なお、図８（Ｂ）に示すように、打鍵タイミングとならない拍子（２拍目、４拍
目）は丸数字等、別の形状のアイコンに変更して表示する。
【００５８】
　使用者が打鍵すると、現在の拍打は図９に示すように１拍ずつ推移する。つまり、打鍵
毎に１拍目、２拍目、３拍目、４拍目と立体四角状のアイコンが変更される。この例にお
ける演奏曲データは、４拍子／４分の曲データであるため、４拍目の次の打鍵を行うと１
拍目に戻り、１小節進行することとなる。
【００５９】
　図７において、ウィンドウ中央右側にはFacilitatorとのズレを示すフィールドが表示
されている。このフィールドには縦方向に複数のライン（例えば５本）が表示され、それ
ぞれのＭＩＤＩポートに対応して横方向にラインが表示さている。また、それぞれのＭＩ
ＤＩポートに対応して丸印が表示されている。この丸印がFacilitatorとのズレを示す。



(11) JP 4692189 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

【００６０】
　図１０はFacilitatorとのズレを説明する図である。同図に示すように、Facilitatorに
対応する丸印は、縦方向のラインのうち中心ラインに固定して表示される。各使用者（例
えばPiano1）に対応する丸印は、Facilitatorとのズレに応じて左右に移動する。例えばF
acilitatorよりも１小節分（この例においては４拍分）打鍵が遅れると、同図に示すよう
に縦方向のライン１つ分左方向に丸印が移動する。半小節分（２拍分）遅れた場合は縦方
向の中心ラインから左方向にライン間隔の半分だけ丸印が移動する。一方でFacilitator
よりも打鍵が早い場合は右方向に移動することとなる。同図においては中心ラインから左
右に２ライン表示されているので、２小節分のズレが表示できることとなる。２小節以上
ズレが発生した場合は左右端のライン上でアイコンを変更する（例えば四角状のアイコン
に変更する）。このようにして、各使用者はファシリテータとのズレを容易に認識するこ
とができる。なお、上記例ではライン１つが１小節分のズレを表すようにしたが、例えば
ライン１つが１／２小節や２小節のズレを表すようにしてもよい。
【００６１】
　なお、基準となる演奏端末はFacilitatorの演奏端末に限るものではない。複数の演奏
端末２のうち、いずれか１つを基準としてその演奏端末２とのズレ量を表示するようにし
てもよい。
【００６２】
　また、上記のFacilitatorとのズレを示すフィールドは、コントローラ１の表示部１６
に表示する例に限らず、各演奏端末２に設置した演奏端末用の表示部（図示せず）に表示
するようにしてもよい。
【００６３】
　このように、各演奏端末２の打鍵数のズレが一目に確認できるので、各参加者は、自分
がどの程度ファシリテータとズレが有るか容易に確認できる。また、ファシリテータ自身
も各参加者のズレを容易に把握できるので、各参加者にもっと速くするべきか遅くするべ
きかの指導を行うことができる。また、ファシリテータが各参加者のズレの状況に応じて
演奏のテンポを変えることもできる。この場合でも、図１０に示すファシリテータに対応
する丸印は中心ラインに固定して表示され、各参加者に対応する丸印は、テンポ調節され
たファシリテータの演奏とのズレに応じて左右に移動する。基準となるテンポが変動して
も、ウィンドウ表示上はファシリテータに対応する丸印が中心位置に固定され、各参加者
の演奏を示す丸印がその基準に対する相対的なズレとして表示される。したがって、デモ
演奏（機械自動演奏）を手本とした場合に比べて、より参加者本位の合奏を楽しむことが
可能となる。
【００６４】
　図７において、ウィンドウ中央左部に表示されている演奏コントロールボタンのうち、
Pauseボタンを押下すると演奏が一時停止、すなわち、各演奏端末２で打鍵しても楽音が
発音されない状態となる。コントローラ１は、Pauseボタンが押下され、一時停止状態の
ときは、各演奏端末２からノートオンメッセージが入力された場合であっても発音指示を
送信しない。この状態でPauseボタンが再度押下される、またはStartボタンが押下される
と、上記の一時停止状態を解除し、ノートオンメッセージが受信された場合は発音データ
を送信する。
【００６５】
　演奏コントロールボタンのうちStopボタンを押下すると演奏が終了し、図６に示したメ
イン操作ウィンドウに移行する。なお、図７に示すウィンドウ上側右部に表示されている
Foldボタンを押下すると、演奏を終了しないで（現在の拍を維持したまま）図６に示した
メイン操作ウィンドウに移行する。メイン操作ウィンドウにおいてFoldボタンを再度押下
すると、図７の合奏ウィンドウに戻るものとする。
【００６６】
　図７の演奏コントロールボタンのうち、FFボタンを押下すると早送り状態となる。コン
トローラ１は、FFボタンが押下され、早送り状態となった場合は、接続されている全ての
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演奏端末２に割り当てられている演奏パートを通常よりも高速（例えば４倍速）に読み出
し、発音データを各演奏端末２に送信する。コントローラ１は、早送り状態となっている
場合は発音データを送信し続ける。再度FFボタンを押下し、早送り状態が解除された場合
は、発音データの送信を停止する。
【００６７】
　なお、４倍速に読み出すとは、ファシリテータの演奏速度の履歴（GateTimeの移動平均
）を参照し、その４倍の速度で読み出すようにしてもよいし、演奏曲データに予め記載さ
れた再生速度（テンポデータ）に基づいて、その４倍の速度で読み出すようにしてもよい
。
【００６８】
　REWボタンを押下すると巻き戻し状態となる。コントローラ１は、REWボタンが押下され
、巻き戻し状態となった場合は、接続されている全ての演奏端末２に割り当てられている
演奏パートの過去に読み出したデータを時間逆順に読み出し、各演奏端末２に送信する。
つまり、コントローラ１は、ＭＩＤＩデータである演奏曲データ中のノートオフイベント
をノートオンイベントとして、ノートオンイベントをノートオフイベントとして扱う。こ
のとき、通常よりも高速（例えば４倍速）に読み出してもよいし、通常速度で読み出して
もよい。コントローラ１は、巻き戻し状態となっている場合は発音データを時間逆順に送
信し続ける。再度REWボタンを押下し、巻き戻し状態が解除された場合は、発音データの
送信を停止する。
【００６９】
　なお、上記の巻き戻し状態において、ノートオンイベントをそのまま用いて発音するよ
うにしてもよい。高速（４倍速）の巻き戻し状態においては、各音の発音を認識できない
ほどの再生速度となるため、時間逆順にそのまま再生したとしても「キュルキュル」とい
うようなスキャン音程度にしか聞こえず、違和感なく再生することができる。
【００７０】
　また、演奏端末２の鍵盤２３を用いて、各演奏端末毎に個別に早送り、巻き戻しも行う
ことができる。各使用者は、特定の鍵盤（例えばC2、C3等)を打鍵することで早送り、巻
き戻しを指示することができる。コントローラ１は、各演奏端末２から早送り用鍵盤のノ
ートオンメッセージ、ノートオフメッセージが入力されたとき、その演奏端末２に割り当
てられている演奏パートを通常よりも高速に読み出し、発音データを送信する。コントロ
ーラ１は、早送り状態となっている場合は発音データを送信し続ける。再度その演奏端末
２から早送り用鍵盤のノートオンメッセージ、ノートオフメッセージが入力されたとき、
発音データの送信を停止する。同様に、コントローラ１は、各演奏端末２から巻き戻し用
鍵盤のノートオンメッセージ、ノートオフメッセージが入力されたとき、その演奏端末２
に割り当てられている演奏パートを時間逆順に読み出し、発音データを送信する。このと
き、通常よりも高速に読み出してもよいし、通常速度で読み出してもよい。コントローラ
１は、巻き戻し状態となっている場合は演奏パートを時間逆順に読み出し、発音データを
送信し続ける。再度その演奏端末２から巻き戻し用鍵盤のノートオンメッセージ、ノート
オフメッセージが入力されたとき、発音データの送信を停止する。
【００７１】
　また、コントローラ１は、早送り、巻き戻し中は演奏楽音の発音データを送信せずに、
疑似スキャン音を発音するように発音データを送信するようにしてもよい。疑似スキャン
音は例えば「キュルキュル」といった音等である。この場合であっても、打鍵タイミング
（演奏曲データの読み出し）は高速で進行、または逆行しているものとする。
【００７２】
　なお、ファシリテータの現在の打鍵タイミングに到達した時点で上記のような早送り、
巻き戻し状態を停止するようにしてもよい。コントローラ１は、早送り、または巻き戻し
中の各演奏端末２について、ファシリテータの演奏端末２の打鍵タイミング（演奏曲デー
タの読み出しタイミング）と同じタイミングとなった場合に発音データの送信を停止する
。
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【００７３】
　また、上記のような各演奏端末２毎の早送り、巻き戻しは、コントローラ１の操作部１
５を用いて行うことも可能である。図示はしないが、図７の合奏ウィンドウの各演奏端末
に個別にFFボタン、REWボタンを表示すればよい。
【００７４】
　なお、各演奏端末２毎に早送り、巻き戻しを行う場合は、各演奏端末の演奏速度履歴（
GateTimeの移動平均）を参照し、その４倍速度で演奏パートを読み出すようにしてもよい
。無論、ファシリテータの演奏速度の４倍速としてもよいし、演奏曲データに予め記載さ
れたテンポデータの４倍速としてもよい。
【００７５】
　さらに、本実施形態における合奏システムは、上記の早送り、巻き戻しとは異なる特定
の鍵盤（例えばG2等)を打鍵することで、ファシリテータの打鍵タイミングと同じ打鍵タ
イミングにワンタッチで合わせることが可能である。コントローラ１は、演奏端末２から
上記特定の鍵盤（G2鍵盤）のノートオンメッセージ、ノートオフメッセージが入力された
とき、ファシリテータの演奏端末２の打鍵タイミングと同じ打鍵タイミングにポイント移
動し、次回その演奏端末２から演奏操作用の鍵盤（例えばE3）のノートオンメッセージが
入力されたときは、ファシリテータの現在の打鍵タイミングと同じ打鍵タイミングの演奏
パートを読み出して発音データを送信するようにする。したがって、その演奏端末２が、
ファシリテータの打鍵タイミングよりも遅い、または進みすぎていたとしても、ワンタッ
チで同じ打鍵タイミングに移動することができる。
【００７６】
　このワンタッチ移動もコントローラ１の操作部１５を用いて行うことも可能である。図
示はしないが、図７の合奏ウィンドウの各演奏端末に個別に例えば「先生に合わせろ」ボ
タン等と表示するようにすればよい。
【００７７】
　以上のようにして、各使用者は指一本で鍵盤を押すという容易な操作で演奏を行うこと
ができ、表示部１６に示されるファシリテータとのズレをなくすように操作を行うことで
、複数人で楽しみながら合奏を行うことができる。上記のように、ファシリテータ（基準
演奏端末）とのズレは細かな音符単位ではなく、打鍵数のズレが表示されるので、楽器の
操作に不慣れな者であっても容易にズレ量を把握することができる。また、ズレが大きく
なってファシリテータに合わせることが困難になった場合は、「早送り」ボタン、「巻き
戻し」ボタン、「先生に合わせろ」ボタン等で容易にズレを修正することができるので、
合奏が破綻することなく各使用者が演奏を楽しむことができる。
【００７８】
　なお、本実施形態においては、打鍵数のズレを表示するようにしたが、これ以外にもダ
イナミクスのズレ、演奏ニュアンスのズレなどを表示することも可能である。ダイナミク
スのズレは、各演奏端末２から入力されるVelocityの値を基に算出し、演奏ニュアンスの
ズレは、各演奏端末２のGateTimeの値を基に算出すればよい。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】演奏システムの構成を示すブロック図
【図２】コントローラの構成を示すブロック図
【図３】演奏端末の構成を示すブロック図
【図４】楽曲データの一例を示す図
【図５】パート割り当てテーブルの一例を示す図
【図６】メイン操作ウィンドウを示す図
【図７】合奏ウィンドウを示す図
【図８】拍打数のセッティングを示す図
【図９】現在の拍打の推移を示す図
【図１０】Facilitatorとのズレを説明する図
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【符号の説明】
【００８０】
１－コントローラ
２－演奏端末
１１－（コントローラの）通信部
１２－（コントローラの）制御部
１３－ＨＤＤ
１４－ＲＡＭ
１５－操作部
１６－表示部
２１－通信部
２２－制御部
２３－鍵盤
２４－音源
２５－スピーカ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】
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【図９】



(18) JP 4692189 B2 2011.6.1

【図１０】
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