音楽 ア ンサ ンブルにお け るタイムラグの影響
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An Effection of Tinle Lag on Music Ensemble†
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The probleFl of time lag is critical in music ensembleo Several rescarches are reported to support ensemble under tilne lag by use
special protocol or special music score.However these FnethOds are not able to extend to FnOre general ensemble.So in this research,we
analyzed the affection of time lag on music ensemble.Under the condition of smaller time lag(leSS than 50ms),the ensemble was
similar to the conditiol of no time lag.However,while tiine lag increased,one side of perfomer precedes the other side of perfomer,
and inally the ensemble fails in the larger time lag(greater than 80ms).Therefore,the prediction of performance is necessary t
perform the ensemble,and analysis of these rnechanisms would be erective tO constructthe ensemble support systern.
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1。 は じめに

2。 実験方 法

遠隔地 コ ミュニ ケー シ ヨンにおいてデー タの欠落 と遅延ヘ
の対策 は重要 な課題である.特 に,ア ンサ ンブルの ようなリ
アル タイ ムのパ フォーマ ンス を要求 される状況 では,転 送

ア ンサ ンプルにおけるラグの影響 を調 べ るために,わ れわ
れはア ンサ ンブル を行 なってい るネッ トワー ク上 に仮想のラ

デ ー タの遅延 ,一 般的に タイムラグと呼 ばれる問題 は致命的
である.こ の問題 を解決する第一の方法 として,ラ グその も
のを減少 させるとい うデー タ転送技術 の向上が考 えられるが,
物理的 な伝送距離 による遅延 を超えることはで きない.よ っ
て,ア プリケ ー シ ヨンレベ ルで この問題 を解決 または支援す
る必要が生 じて くる0。コ ミュニ ケー シ ヨンの形態が一方向的
な場合では,タ イムスタンプなどの情報 を付与す る方法が有
効 であ ることが知 られてい るa。 しか しこのような方法 では,
ア ンサ ンブルの ような双方向的 な コ ミュニケー シヨンの場合
での支援 は困難である.
ラグのある状況下で ア ンサ ンブルの方法 と して ,同 じフ
ー
レ ズを繰 り返す方法や,ジ ャムセ ッシ ョンによる対話形式
などの特殊 な方法 が提案 されている300。しか し,こ れ らの限
定 された方法 を越 え,よ リー般的なアンサ ンブル を実現す る
ためには,ア ンサ ンブル に対す るラグの影響 をより詳細 に調
べ る必要がある。そ こで本研究 ではアンサ ンブルにおけるラ
グの問題 を解決す るための第一歩 として,ラ グが どのように
ア ンサ ンブルに影響す るかを定量的 に解析 し,解 決方法 を提
案 してい くもので ある.
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グを挿入 し, どのようにア ンサ ンブルが変化するかを観察す
1の ように,自 分 の演奏 はラグな しに自分 に
る.つ まり,Fig。
伝送 されるものの,相 手へ は仮想的なラグをともなつて伝送
されるようなネッ トワークを構築 し,こ の上で演奏 を行 なう
のである。 よってこの環境 では,各 演奏者が全 く同時 に演奏
を行 なったとして も,演 奏 してい る本人 にとっては相手 の演
奏 が設定 したラグの分だけ遅延 して聞 こえることになる.
実験 はビアノの音楽経験 が 10年以上ある3人 の ビアノ演奏
示す ような人分
者が一対 一で演奏 を行 なった.演奏 はFig.2に
音符 のみで構成 された曲を用 い,相 手 と同期 して演奏す るよ
うに指示 した.演奏 はラグの全 くない試行 か ら10msずつ ラグ
を付加 してい き,演奏が破 綻す るまで行 なわれた。今回は,ラ
グの大 きさに対する影響 を調べ ることを目的 とす るため ,各
試行 において ラグの大 きさは一定 とし,ラ グの変動 ,つ まり
ジッタは入れなかった。この時 のそれぞれの演奏者 の演奏 の
同調度 を調べ るために,自 分 の演奏 と相手 の演奏 の時間差 を
音符 ごとに記録 した.
3.解 析方 法 及 び結 果
ア ンサ ンブルの同調度合 い を比較する解析指標 として,わ
2に 示す よ
れわれはまず位相差 を定義す る.こ の位相差 はFig。
一
うに,一拍 を 周360°とした楽譜 の演奏位置 に対応 した位相
を定義 し,演 奏者 の演奏位置 の差 を位相差 として表 わす.さ
らに,わ れわれはFig。
3の よ うにロー カルな位相差 とグローバ
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ルな位相差 を定義する.グローバ ルな位相差 とは演奏者同士の
直接的な演奏 のず れで ある。つ ま りFig.3に
おいて,時刻 犠vと
ー
ロ
おける
バル
演奏者Aと 演奏者 Bの グ
な位相差 ちら″
鶴wに
と ちQ″ は以下のような式 として として定義 される。
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Fig.4 Global phase difference and time lag

(1)
(2)

これは外部 か ら系 を観察 した ときに得 られる指標 で あ り,
演奏者 自身が この情報 を得 ることはで きない。これに対 して
ローカルな位相差は各演奏者 ごとに定義 される演奏のずれであ
る。つ ま りFige3のよ うに時刻 亀″において定義 される演奏者
A,演 奏者 Bそ れぞれにとっての位相差 脅,ち ,傷ρ,t。は以
傷 。
ノ
ノ
下 の ような式 で表現 される。
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方の演奏者に対 してシフ トした演奏がなされてい ることを示 し
ている.さ らに80msを超 えたあた りか ら平均値 は再度 び0付
近に収束 してい くものの,標準偏差 は急激に増大 し演奏が破 綻
してい く状況が観 察で きる.
この状況 をよ り詳細 に調べ るために ロー カルな位相差 の平
5に 示す.こ のグラフをみると,グ ローバ ル な位相
均値 をFig。
差 と同様 に,50msを 超 えたあた りか ら位相差の値 に変化が見
られる。ここで注 目すべ き点は,そ れ まで2人 の演奏者間で対
称 に近かった位相差が,ラグが増えることによって非対称 にな
るとい う点 である.つ まり,片方の位相差はラグがない状況か
らあまり変化がないの にもかかわらず,他方の位相差が急激に
増大 している.これは片方の演奏者のみで演奏が同期 している
ことを示 してい る。
4.考 察
音楽ア ンサ ンプル にお けるラグの影響 を解析 した ところ,
ラグの大 きさによって,以下のような3種類 の状態 に分 けられ
ることが明 らかになった.

これは演奏者A,演 奏者Bが 別個に観察する位相差の情報で
あり,それぞれの演奏者は相手の位相の情報を直接的に得るこ

① 50ms以下では,ラ グがない状態に近いグローバルな位相
差が観察され,ローカルな位相差からは演奏者同士の演奏が対

とはできない.

にわたって正の平均値が多くなるように,(2)式
のQと Qに対

称であることが示 された。
80msでは,グローバルな位相差の平均値が急激に増大
② 50‐
ー
し,ロ カルな位相差からは演奏者間での非対称な役割分化の
状態が観察された.
③ 80ms以上では,グ ローバルな位相差の標準偏差が急激に

応 した演奏者 を決定 した.こ のグラフを見ると,ラ グが 50ms
あた りまででは平均値,標準偏差 ともにラグカSない状況 とあま

増大 し,ア ンサ ンブルの破綻する状態が観察された.
まず①の状態では,グローバルな位相差,ローカルな位相差

われわれは各指標 の統計量によって演奏状態を判断する。
まず,グ ローバ ルな位相差についての平均値 と標準偏差を
Fig。
4に 示す。グローバルな位相差の極性については,全 ラグ
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行 なうことが 困難 となる。この③ の状態 では,位相差 の平均値
は通常 の状態に戻 つてい くものの,位相差 の標準偏差 は急激 に
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い,追従す る側 は単純 に先行す る側の演奏 に一方向的 にあわせ
てい るのであれば,ラグの量 とは無関係 に演奏 が成立す るはず
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ただ し,このような支援が可能になるのは,両演奏者が楽譜情
報 を共有 してい る場合 に限 られる.そ のため,楽譜情報 を共有
しない ような即興演奏 に対 しては支援が困難であるため,支援
方法 の改善が必要 となる.
5 . まとめ

ともに,ラ グがない状態 に近 いため,こ のような状況下では,
人間はラグを補完 しなが らあたか もラグがないかのように演奏
を行 なえることを示 してい る。つ まり,こ の状態 ではアンサ ン
ブルはラグの影響 をほとんど受けていない と考 えられる.また,
この50ms以 下 とい う値 は,先 行研究 における遠隔地ア ンサ ン
ブルが可 能であるラグの限界量 ともほぼ一致 した値である".
ラグが これ よりも大 きくなると,通 常 の演奏状態 では補完
しきれな くな り,② の状態 となる.こ れは,そ れまで2人 の演
奏者間で対称 であ つた演奏 を非対称 にすることによって,ラグ
に対応 しようとしてい る状態 である.つ まり,片方 の演奏者が
先行 して演奏 を行 ない,他方の演奏者がそれに追従するような
ー
形 で演奏 を行 なつている状態 で ある。その結果 として,グ ロ
バルな位相差 の平均値が増大す ることになる。ローカルな位相
差 は,追 従す る側 (たとえばFig.5aの演奏者 Bで は位相差 の平
均値が0の近傍 にとどま リラグのない状態 と差がない。しか し
演奏者Aで は相手 の演奏 と自分
先行す る側 (たとえばFig.5aの
の演奏はずれて演奏が行なわれているため,位相差 の平均値 を
急激 に増大 させ る結果 となる。また,各 演奏者 ご との結果 か
ら,特定 の演奏者が先行側や追従側になるわけではない とい う
ことが示 されてい る.た とえば,Fig.5aでは演奏者Aは 先行 し
ているのに対 して,Fig.5cでは追従側 になってお り,相 手 との
関係 に応 じて弾 き方が変化 してい ることが推測 される.
さらにラグが増大す ると,役 割分化 をもって して も演奏 を

ラグがある状況 にお いて人 間同士 のアンサ ンブルが どの よ
うに変化す るかを調べ た。ラグカⅥヽさい状態 では,ラ グがない
状態 と差 のない演奏が行 なわれたが,ラ グが大 きくなると,先
行側 と追従側 に分かれる役割分化 の状態,そ して演奏破綻 の状
態へ と遷移す ることがわかった.これを機械 に応用することに
よってラグの問題へ と対処 で きる可能性が示 された.今回はラ
グが一定の環境下で演奏 を行 なったが,今後 はジッタの ような
ラグの変動がある環境下 において も実験 を行 なってい く必要が
あると考 えられる.
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