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Cryptone:音楽会場におけるパフォーマと観客の相互インタラクシ
ョンのためのシステム
平林真実†1

清水基†2

音楽会場において，演奏を行うパフォーマと観客のインタラクションを実現するためのシステム Cryptone を作成し
た．これまで実現してきたパフォーマから観客へのインタラクションに加え，観客からパフォーマへのインタラクシ
ョンを可能にする仕組みを導入することで，パフォーマと観客の相互インタラクションを実現することができる．

Cryptone: A System for Interaction Between Performers and
Audiences on the Music Venue
MASAMI HIRABAYASHI†1

MOTOI SHIMIZU†2

We developed the system called "Cyrptone" that enables interaction between performers and audiences on the music venues. In
this paper, we developed the system enables interaction from audiences to performers, in addition to the system enables
interaction from performer to audiences we have already developed.

1. はじめに
エンタテインメントとしての音楽の楽しみ方が，CD な
どのパッケージからダウンロードへ，聴くだけからライブ

ンタラクション[4]に加え，観客からアーティストへのイン
タラクションの仕組みについて提案を行う．

2. 関連研究・事例

会場へいった変化が起きている状況において，音楽体験に

音楽におけるパフォーマと観客とのインタラクションの

おいても新たな変革が必要とされているのではないだろう

試みとしては，古くは 1994 年から平沢進氏が行っている

か．我々は，アートの分野で先行したインタラクティブな

“インタラクティブ・ライブ”[5]での，会場内に仕掛けた

表現形態を音楽体験に持ち込むことで，人々に新しい楽し

独自インターフェイスを介した観客による映像への介入，

み方，新しい体験をもたらすことを目標としている．

積極的なウェブ展開，音楽配信が有名である．最近ではテ

この目的のため，我々は NxPC.Lab[1] という組織を作り，

クノミュージシャン, DJ として有名な Richie Hawtin の別名

技術開発とイベントの実施を通し，新しい表現，新しい体

義 Plastikman が 2010 年の世界ツアーの為に AppStore より

験をもたらすための研究を実践的に行っている[2][3][4]．

リリースした iPhone アプリケーション SYNK[6]を用いて

ここでは，パフォーマ，観客，会場，ネットワーク上の観

音のコントロールを観客に委ねる仕組み，ステージ上 LED

客，といった会場を中心に広がる各々のインタラクション

をコントロールする仕組み，DJ 目線のカメラをライブスト

を考察し，より良い体験をもたらすためのシステムの開発，

リーミングする仕組み，ドラム，パーカッションの演奏情

イベントでの実験より随時確認しながら研究を進めている．

報を可視化したリアルタイムビジュアルを提供する仕組み，

Cryptone は，そのうちのパフォーマと観客のインタラク

その場にいる観客同士がコミュニケーションを取りあうた

ティブな環境を実現するシステムである．非可聴域の音声

めのチャットシステムを提供して話題を呼んだ．Aphex

を用いたコミュニケーションの仕組みを用いることで，も

Twin は，パフォーマンス中にカメラで撮影した観客の顔に，

っとも重要なパフォーマの演奏を妨げることなく音楽会場

トレードマークである自身の顔をリアルタイムにマッピン

に適したインタラクティブなシステムを実現している．本

グして会場内スクリーンに映し出す仕掛けを行い高い評価

システムは，以下のような特徴を持っている．

を得た[7]．COLDPLAY はライブにおいて無線制御可能な

・特別の装置を持ち込む必要性が低い

リストバンド Xylobands[8] を観客に配布することで，開場

・音楽パフォーマンスの会場に簡単に導入できる

での一体感を演出する試みもなされている．

・パフォーマにとって楽曲に取り入れることが容易，また

これらの様な，音楽体験におけるパフォーマと観客のコ

自分で簡単に生成することもできる．

ミュニケーションを促進するようなインタラクティビティ

本稿では，すでに実施しているパフォーマから観客へのイ

をもった仕掛けを導入する試みは近年特に活発に行われて
いる．これらの事例に対する本研究の特徴としては，ネッ
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トワーク等を用いずに音声だけで通信が可能なため特別な
通信機器を必要とせず会場での利便性が高く，また，アー
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ティスト側から通信をリアルタイムに行える事が挙げられ

ここでは，17000Hz を 500Hz ごとに分割し，以下のよう

る．

な DTMF を構成した．

高可聴閾音を利用した通信としては，ヤマハ株式会社が
取り組んでいる独自の音響データ通信技術「インフォサウ

表 1

ンド 4」[9]を用いた中国放送 の「アォーン！」という番組

DTMF 表

19,000Hz

19,500Hz

20,000Hz

内での利用，NTT ドコモによる音響 OFDM[10] ，YouTube

17,000Hz

1

2

3

なででも使われている SonicNotify[11]，近距離通信用の

17,500Hz

4

5

6

Smart Sonic Communication[12]などがある．これらの試みで

18,000Hz

7

8

9

は携帯端末側で行っているのはデコードのみのものが多い

18,500Hz

10

11

12

が，不特定多数への同報通信手段や近距離での外部機器を
利用しない通信手段として音声を利用する事の可能性を示
している．

4. Cryptone

本研究の特徴として，高速フーリエ変換による周波数解

一体多通信としての USC を利用した，パフォーマ と観

析と音声ファイル再生機能のみで実装可能なので，スマー

客のインタラクションを行う作品として Cryptone を実現

トフォンだけでも送受信共に可能であり，相互通信を実現

した．Cryptone は，いくつかの実際のイベントにて実演し

できる所にある．さらに音声 ID の生成のみならワンチッ

ながら改良と拡張を行っている．

プマイコン等でもリアルタイム生成が可能となっている．

3. 高可聴域音による音声 ID
3.1 Ultra Sonic Communication (USC)
我々は，USC と呼ぶ，高可聴域音を使った DTMF（Dual
Tone Multi Frequency）による音声通信方法を開発した[4]．
USC は，17000Hz - 20000Hz の音声を使った，DTMF によ
る音声 ID である．
人間の聴覚は，20Hz-20000Hz といわれているが，一般
的に 20 才以上では，16000Hz 以上の音はほとんど聞こえ
ないといわれている．また，音楽においてもこの周波数帯
を積極的に使うことが少ない．したがって，音楽会場にお
いて，ほとんどの人が USC による音声 ID を意識すること
がなく，音楽会場に適した方法となると考えた．
3.2 iPhone での実証
我々は，USC で使う音声の周波数について，iPhone 4,
iPhone 3GS,iPod Touch(4th generation), iPad, iPad 2 において，

当初のバージョンでは，表１の DTMF をそのまま使って
いた．次のバージョンでは，誤動作対策として複数の DTMF
を組み合わせることにより作成した新しい音声 ID により
誤動作を減らした．さらに，iPhone を振ることで発生した
USC 音を認識し会場へ提示することにより，観客からパフ
ォーマへのインタラクションを実現する CryptoneRef へと
発展させている．
4.1 Cryptone Version 1.0
2011 年 11 月 2 日に京都，Japan の Club METRO におい
て行ったイベント NxPC.LIVE Vol.10 にて実演を行った．
このイベントでは，共同開催者である softpad [13]の協力を
得て彼らのライブパフォーマンスにおいて Cryptone を利
用した．
Cyrptone は，事前に AppStore にて無料で公開し，来場
者がインストールできる状態にしておいた[14]．
アプリケーションは，起動すると図 1 のような画面となる．

発生可能な周波数，および認識可能な周波数について調査
を行った．そこで一定の音量のサイン波を 20Hz から徐々
に周波数を上げながら流し iPhone に内蔵されているマイ
クで認識した音を高速フーリエ変換による周波数解析をし
て，マイクが認識出来る音の上限を調査した．
その結果，22005Hz まで認識できることが確認できた．
また，再生周波数については，仕様に記述されている通り
20000Hz まで再生可能であることも確認できた．これらの
結果から，iPhone 単独で再生/認識が可能であり，DTMF を
定義するのに十分な帯域を確保するために，17000Hz から
20000Hz を利用することとした．
3.3 DTMF の構成
DTMF は 2 つの周波数を同時に鳴らすことで，音声 ID
として利用する方法であり，電話のトーン音として利用さ
れている．この手法を高可聴域音に適用する．

© 2013 Information Processing Society of Japan

図 1

Cryptone スクリーン

ここでは，イベントの情報やアーティスト紹介タイムテー
ブルなどを確認できるようになっている．Cryptone のアイ
コンを選択することで，Cyrptone が起動すると，図？のよ
うな画面となる．この画面では，iPhone の動きに応じて変
化するアーティスト名と立方体のグラフィックが表示され
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表 2

る．これらの画面は，USC の音声 ID によって変化する．
すべてで 12 種類の画面があるが，代表的なものを図 2 に示

New ID number

す．

新音声 ID

Pre DTMF ID

Post DTMF ID

(0.2sec)

(0.2sec)

New ID 1

DTMF 12

DTMF 1

New ID 2

DTMF 12

DTMF 2

New ID 3

DTMF 12

DTMF 3

New ID 4

DTMF 12

DTMF 4

New ID 5

DTMF 12

DTMF 5

New ID 6

DTMF 12

DTMF 6

5. CryptoneRef
図 2

Cryptone コンテンツの例

Cryptone では，音楽を演奏するパフォーマから観客へ働
きかけるインタラクションを実現した．次に，観客の反応

これらは，アーティスト名を示すものや，周波数スペクト

を会場やパフォーマに返す作品として CryptoneRef を制作

ラムを表示することで音楽に反応したグラフィックを表示

した．これらは，Cryptone 全体の一部となるものである．

するものなどがある．これらが鑑賞者の手元で，音楽に合

CryptoneRef は，iPhone を振ることで USC による音声

わせて切り替わり，音楽に合わせてダイナミックに変化す

ID を発生させ，それらの音量によって変化する映像を会

ることで，臨場感を得られるようになっている．

場およびパフォーマに対して示すものである．図 3 に示し

4.2 Cryptone Version 2.0

た映像のように，iPhone を振ることでグラフィックが変化

Version 1.0 では，音楽の種類が音響系やエレクトロニカ
と呼ばれるものであり，コンピュータで生成した音を多用

し，Kinect による取得したパフォーマや観客の姿と合わせ
て映像としてを会場へ投影する．

し，さらに高い周波数が多い音楽であったためホワイトノ
イズに近い音も多く，誤動作が発生していた．ホワイトノ
イズ的な音では，すべての周波数音が発生するため，USC
では誤認識が発生しやすい．Cryptone を使った演奏をして
いた softpad の演奏以外でも Cryptone が反応することがし
ばしば起きていた．だたし，音に反応して誤動作が発生す
る状況はすべてが悪いともいえない．他のパフォーマンス
でも Cryptone が反応して画面が変わることは，より広く楽
しむことが可能になると考えられる．そこで，誤動作が発
生してほしくない画面と，誤動作を許容できる画面に合わ
せて音声 ID を変更した．

図 3

CryptoneRef 会場映像例

4.3 音声 ID の構成変更
USC では DTMF 音をそのまま音声 ID にしていたが，

実験は，2012 年 6 月 8 日に岐阜県大垣市の IAMAS OS に

一部を 2 つの DTMF の時系列の組み合わせに変更した．音

て行われたイベント「NxPC.LIVE Vol.13」 で行った．この

声 ID の 12 番を，事前トーンとして使い，音声 ID 12 版の

実験では，大音量の中から，iPhone から発せられる USC

あとに音声 ID 1 番が来たときに ID 1 番とした．

の音を取ることが難しく，十分には良い結果を得られなか

0.2 秒の音声 ID 12 と 0.2 秒の音声 ID 1 が続けて再生され

った．

た場合には，New ID 1 番となる．同様に New ID 1-6 を定義
した（表 2）．
これらの誤動作しにくい ID はアーティスト名の表示す
る際に利用した．

MacBookPro 内蔵のマイクによる音を取得したが，auto
gain control が聞いてしまうため，大音量の環境では，USC
の音が相対的に小さくなり，iPhone から発生している音を
認識するのが難しかった．そのため，20000Hz まで取得可

実演は，2012 年 3 月 24 日に東京渋谷の SECO にて実施

能なマイクとミキサーによる周波数調整により中低音を抑

したイベント「NxPC.LIVE Vol.12 IAMAS WAREHOUSE

えることと，ソフトウェアの改良により反応を向上するこ

PARTY」にて行った．

とを図っている．
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6. ガジェットの試作
観 客 か ら パ フ ォ ー マ へ の 反 応 を 示 す CryptoneRef を
iPhone 利用者だけではなく，さらに広くイベント時に利用
しやすい形態として，リストバンド型のガジェットを試作
した．USC の特徴である音声 ID として簡易さを生かし，
アナログ回路を内蔵したワンチップマイコンである PSoC1
を用いて，腕を振ることによる加速度に応じて，LED の点
灯と USC の再生を行う（図 4,図 5）．

デコレーション，VJ による映像制御などが一般的であり，
音楽に演奏に合わせて照明担当者が照明を制御し，VJ が映
像を制御するという形式となっていた．観客はそれらの映
像を眺めるように体験するものであった．
Cryptone では，観客個々のもつスマートフォンが直接反
応し，手元で映像変化をみることができるという映像の個
別がなされることでこれまでとは違った映像体験をもたら
している．多数の観客が Cryptone を使うことで，全体とし
て会場の照明として空間を作ることもできる．
(3) 音楽パフォーマンスへの映像の取り込み
映像の制御を音楽の演奏の中で行うことができる利点とし
ては，観客とのインタラクションの他に，映像を音楽演奏
の中で制御できることでアーティストは音楽のみならず映

図 4 ガジェット構成図

像を自らのパフォーマンスの中で効果的に使うことができ
るようになるという点が挙げられる．映像のスイッチング
を音のサンプル再生のように扱うことができるため，音楽
用アプリケーションのみで音楽と映像の同期したパフォー
マンスを実現できるようになる．Softpad の演奏において最
終的に当日渡した AIFF 形式の USC 音をすぐに演奏の中に
取り入れ会場内で十分に楽しめる効果的な表現をもたらし
たことからも十分に可能性を示すことができたと考えてい
る．

図 5

ガジェット試作品

このガジェットは 2012 年 8 月 25,26 日に行われた Make
Ogaki Meeting にて展示を行い，2012 年 8 月 25 日に岐阜県
大垣市の IAMAS OS にて行われたイベント「NxPC.Live
Vol.14 めかめか///メカトロニカ」にて簡単な実験を実施し
た．

これらに加え，観客からパフォーマへのインタラクショ
ンが可能になったことで，次のような可能性を示すことが
できたと考えられる．
(4) 観客からアーティストへの反応
観客の反応を見ながら演奏が変化するというインタラクシ
ョンは音楽演奏においてはよくあることである．
CryptoneRef では、これをさらに進めて、明示的に観客
の反応を会場およびパフォーマへ提示した。観客側の映像

7. 考察

の個別化と合わせて，映像への反応を「手を振る/iPhone を

すべてのイベントでたくさんの人に体験してもらえた

振る」などの行為と対応付けすることで，観客の反応の会

わけではなく，数人程度の場合もあり，より多くの人の実

場における明示化がなされると同時に，会場映像に反映さ

験と実演が必要ではある。しかし、体験した人の感想など

せることでより一体感を高めながらパフォーマへ観客の反

により、音楽の会場において、新しい体験、新しい表現を

応として示すことができる．次の段階として，盛り上がり

もたらすことは確認することができた。これまでパフォー

に応じてパフォーマがさらに観客側へ反応を伝えるといっ

マから観客へのインタラクションの段階で確認できた利点

た相互作用が起こるような仕組みを考えていく必要がある．

としては以下のようなものがあった．

(5) 音楽会場におけるガジェットの可能性

(1) 音楽演奏中のアーティストと観客のインタラクショ

ガジェットでは，スマートフォンのような高度な機能は実

ン

現できないが，ケミカルライトのような音楽ライブでよく

これまで音楽の演奏の中に観客とのインタラクションを取

使われている会場グッズの延長として利用することができ

り入れることは非常に難しかった．USC では，演奏の中で

る．安価で制作できるようにすることでイベント独自のも

音楽に与える影響を最小限に抑えながら，音楽を演奏する

の ノ ベ ル テ ィ グ ッ ズ と し て 使 う こ と や ， NIKE の

のと同等の操作で映像の制御が行えるため，観客の反応に

fuelband[15]のような Bluetooth LE による通信によりスマー

応じて音と同時に映像として観客に応えるという柔軟なパ

トフォンと連携するなどの展開することが考えている．

フォーマンスが可能になる．

8. まとめ

(2) 映像体験の個別化
音楽イベントにおける映像表現としては，会場内の照明や
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高可聴域音を用いた DTMF による通信手法（USC）によ
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り，音楽会場におけるパフォーマと観客の相互インタラク
ションを実現するシステム Cryptone を開発し，実験をおこ
なった．非常に簡易な手法である USC の特徴を生かし，音
楽会場の通常の音響環境への適用や iPhone やワンチップ
マイコンでのリアルタイム生成により，既存の音楽会場や
環境へ適用しやすいシステムとして実現している．
今後はさらに，実用的な運用が可能となるような仕組み
やガジェットの改良，さらに音楽会場のインタラクション
分析を進め，効果的な会場エンタテインメントとなるシス
テムの研究を進めたい．
謝辞

USC の考案と開発に関わった IAMAS モバイルメ
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