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内容概要 電気音響システム使用時に生じる演奏音の遅延が、楽器演奏に及ぼす
影響について検証することを目的とし、電子ドラムを用いた遅延検出実験を行っ
た。実験は、単発の運動を行う実験とフレーズ演奏を行う実験を行った。単発の
運動の実験では運動、音色の違い、ドラム演奏経験の有無が遅延検出に及ぼす影
響について検証し、フレーズ演奏実験では、主観評価と演奏音の分析を行い、演
奏音の遅延が演奏に及ぼす影響について検証した。実験の結果から、単発の運動
の実験では、ドラム経験者は非経験者に比べて遅延検出の感度が高いことが示さ
れ、フレーズ演奏実験では多くの条件で遅延 50 ms から遅延の影響がみられ、一
部の条件では 30 ms から影響がみられた。
我々は、さまざまな人が任意の音場におい

1. はじめに
音楽演奏において、演奏者は、電気音響シ

て演奏や音楽を楽しむことができる演奏視聴

ステムを介した演奏音を聴きながら演奏を行

室として、境界音場制御の原理に基づく、多

う場面がある。演奏音は、電気信号に変換さ

チャンネル音場再現システムの開発を進めて

れスピーカなどから出力されるが、デバイス

いる 4)。この必要性能として、演奏時の遅延

を介して出力される演奏音に一切の遅延が生

の許容範囲を検討している。バイオリン奏者

じない状態を作り出すことは不可能である。

2 名による、アンサンブル演奏に関する研究 5)

このため演奏者は、遅延を伴う演奏音を聴き

では、遅延 20 ms で遅延を感じ、遅延 40 ms

ながら演奏を行うことになる。音響システム

でアンサンブルの同期性が損なわれることが

を構築する場合には、演奏への支障をきたさ

示された。本研究では、単独でのドラム演奏

ない遅延範囲内で音響信号を生成することが

に着目した。ドラム演奏は、楽曲のテンポの

望まれる。そこで我々は、身体運動と聴覚刺

形成を担当することや、演奏音のパルス性が

激の同時性判断に着目し、運動に伴う聴覚刺

高い特徴がある。このことから、ドラム演奏

1)

激の遅延弁別閾を調べてきた 。
演奏に対する遅延の影響について、プロの

に対しては、演奏音の遅延が他の楽器に比べ
て影響しやすいと考えた。

演奏家を対象とした研究 では、楽器ごとに

本研究では、楽器特有の音色および運動の

遅延を感じる遅延時間が数 ms から数十 ms

種類が遅延検出に及ぼす影響と、演奏音の遅

まで幅があることが示された。遅延の検知限

延がドラム演奏に及ぼす影響を検証した。

2)

に着目した研究 においては、楽器によって

1 つ目の実験として、単発の運動に伴う聴覚

差はあるものの、複数の楽器で遅延 5 ms 以上

刺激に対する遅れの判断(以下、同時性判断)

で違いがわかると示され、演奏音の遅延によ

を行う実験から PSS(主観的同時点；Point of

る影響が報告された。

Subjective Simultaneity)を算出し、遅延検出に

3)

影響を及ぼす要因を把握した(以下、基本動作
実験)。2 つ目の実験では、電子ドラムを用い
てフレーズを演奏し、ドラム演奏時の遅延の
検出および演奏への影響を把握した(以下、演
奏実験)。以上 2 つの実験から得られた知見を
(a) 打鍵運動

もとに、電子ドラム演奏時に許容される遅延

(b) 打叩運動
図 1 実験風景

時間を考察した。
打
叩

2. 基本動作実験
2.1. 概要

電子パッド

電子ドラムモジュール

(PDX-8,Roland)

(TD-3,Roland)

打
鍵

シンセサイザ

エフェクタ

ヘッドフォン

(MICRON SE,ALESIS)
(パルス音生成)

(SPX2000,YAMAHA)
(遅延付加)

(HDA200,
SENNHEISER)

(a) パルス音呈示時

基本動作実験では、運動の大きさや楽器の
音色の違いが、遅延検出へ及ぼす影響を検討 打
叩
することを目的とした。実験は実験 1 と実験
2 に分かれる。実験 1 では、聴覚刺激として
パルス音とスネアドラム音(以下、スネア音)
の 2 種類を条件に PSS を比較した。パルス音
を用いた場合の PSS は、樋田らがキーボード
の打鍵運動(図 1(a))により同様の実験を行っ
ており 1)、今回の打叩運動(図 1(b))との差を比
較した。実験 2 では、実験 1 と同様の実験を
ドラム経験者に対して行い、ドラム演奏経験
の有無を条件に、PSS を比較した。
2.2. 手順
実験には、電子パッドを打叩することでパ
ルス音またはスネア音が呈示される装置を用
いた(図 2)。聴覚刺激はエフェクタで遅延時間
の制御を行い、ヘッドフォンを用いてモノー
ラル信号で呈示した。聴覚刺激の遅延時間は
既往の研究 1)を踏襲し、8 水準(19～119 ms、
14.3 ms 間隔)設定し、各水準を 8 回ずつラン
ダムな順序で呈示、
計 64 試行を 1 セッション
とした。実験は 2 セッション行い、セッショ

電子パッド
(PDX-8,Roland)

電子ドラムモジュール

エフェクタ

ヘッドフォン

(TD-3,Roland)
(スネアドラム音生成)

(SPX2000,YAMAHA)
(遅延付加)

(HDA200,
SENNHEISER)

(b) スネア音呈示時
図 2 実験システム系統図

た。被験者は、呈示された聴覚刺激が、自ら
の身体運動に対して、
「遅れている」
「遅れて
いない」の強制二者択一で回答した。以上の
実験は、
静穏環境を統制した防音室で行った。
実験1は、
聴覚正常な右利き大学生15 名(男
性 9 名、女性 6 名、ドラム演奏経験無し)、実
験 2 は、聴覚正常な右利き大学生 5 名(男性
5 名、ドラム演奏経験 4 年以上)を被験者とし
た。なお、実験 1 に参加した被験者 1 名は
19 ms 以外の遅延時間で遅れに気づく確率が
50 %を超え、2 名は全ての遅延時間で遅れに
気づく確率が 50 %に満たなかったため、以降
の解析対象から除外した。実験データは、聴
覚刺激の遅延時間ごとに「遅れている」と回
答した回数を記録し、その確率を計算した。
被験者ごとにロジスティック曲線へのフィッ
ティングを行い、非同時性判断の確率が 50 %

ンごとに異なる音種を呈示した。音種の呈示

となる PSS を求めた。

は、順序効果を考慮して被験者半数ずつ呈示

2.3. 結果と考察

順序を変えた。
被験者は、椅子に座り、ヘッドフォンと目

実験 1 の結果から求めたロジスティック曲
線を図 3 に示す。各条件の PSS は、打叩(パル

隠しをした状態で、右手でドラムスティック

ス音)条件は 73.8 ms、打叩(スネア音)条件は

を持ち、実験者の合図を受けて 1 試行に一度

77.6 ms、既往研究で求められた打鍵(パルス

だけ打叩した。ドラムスティックの持ち方、
叩き方は指示を与えた後に練習を行い統制し

音)条件 1)は 89.1 ms、であった。条件間で多重
比較を行った結果、有意差はみられなかった

(Tukey-Kramer’s HSD，p＞0.05)。すなわち、

被験者は、8 拍分呈示されるメトロノーム

運動および聴覚刺激の音種によって、遅延弁

音を合図に、図 7 に示す 8 小節のエイトビー

別閾値に有意差は生じない結果となった。し

トを演奏した。
各遅延水準の演奏終了後には、

かし、運動の種類に着目すると、打叩運動の

既往の研究 5)を踏襲し、
「遅延を感じた程度」

方が PSS は一様に短い傾向がみられた。

と「演奏への支障を感じた程度」について、

実験 2 の結果から求めたロジスティック曲

7 段階の評価を行った。また、遅延および支

線を図 4 に示す。各条件におけるドラム経験

障の感じ方・演奏時に注意したこと・支障へ

者の PSS は、打叩(パルス音)条件は 51.7 ms、

の対処法をフリーコメントで回答した。各テ

打叩 (スネア音)条件は 59.0 ms であった。各

ンポ条件の終了時には、テンポをどのように

音種について、経験の有無による差の統計的

ドラム演奏経験者は、非経験者と比べ遅延の
検出感度が高いことが示された。このことか
ら、単発のドラム演奏であっても、演奏経験
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演奏実験では、運動が連続する演奏時に遅
延が及ぼす影響を把握するため、演奏音の遅
延時間を制御した条件下で、複数のテンポで
フレーズ演奏を行い、
主観評価と演奏の録音、
分析を行った。
3.2. 手順

119
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図 4 実験 2:ドラム演奏経験の有無による比較
電子ドラムセット
(DTX500K,YAMAHA)

エフェクタ
(SPX2000,YAMAHA)
(遅延付加)

ヘッドフォン
(HDA 200,
SENNHEISER)

データレコーダ
(DA-40,RION)
(演奏録音)

図 5 実験システム系統図

図 5 に実験装置の系統図、図 6 に使用した
電子ドラムを示す。ハイハット・スネア・バ
スドラムの電子パッドを叩くことで、音源モ
A

ジュールから演奏音が生成される。
演奏音は、
エフェクタを用いて遅延時間を制御し、ヘッ

B

ドフォンからモノーラル信号で呈示した

A :ハイハット

C

(図 6)。遅延水準は 4 水準(8、30、50、70 ms)

B :スネア
C :バスドラム

とし、ランダムな順序で呈示した。各遅延水

図 6 電子ドラムと部位の名称

準で演奏を 2 回繰り返し、合計 8 試行を 1 セ
ッションとした。実験は 3 セッション行い、
セッションごとにテンポを切り替えた。テン
ポの条件は 120、150、180 bpm とした。

=SE

図 3 実験 1:聴覚刺激の音色と運動の種類の比較

によって遅延検出感度は異なり、後天的な学
考えられる。

打鍵(パルス)1)
(n=12)
打叩(パルス音)
(n=12)
打叩(スネア音)
(n=12)

PSS の平均値 [ms]

た(パルス：t(15)=2.139、スネア：t(15)=2.174)。

遅れに気づく割合

験者間の PSS に有意差(p＜0.05)が確認され

1.0

PSS の平均値 [ms]

検証をしたところ、両音種とも経験者、非経

ハイハット
スネア
バスドラム

図 7 実験で演奏したエイトビート

感じたかについても同様に回答した。以上の
上の大学生 12 名(男性 11 名、女性 1 名)を被
験者とした。
3.3. 結果と考察
3.3.1. 主観評価
遅延を感じた程度・演奏への支障の程度の
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評価尺度

実験は、防音室内で行い、ドラム経験 2 年以

120 bpm
150 bpm
180 bpm

8

評価結果を図 8、遅延と演奏への支障の感じ方
についてのフリーコメントを表1 に示す。評価
元配置分散分析を行った結果、
「遅延を感じた
程度」
、
「演奏への支障を感じた程度」ともに
遅延水準の主効果がみられた(遅延：F=80.47、
支障：F=76.48、遅延及び支障：p＜0.01、以下
同様)。テンポの主効果はみられず(F=2.84、
F=1.50、p＞0.05)、遅延水準との交互作用もみ
られなかった(F=1.08、F=0.49、p＞0.05)。各テ
ンポ条件の遅延水準間で多重比較

び 70 ms の間に有意差がみられた(p＜0.01)。

テンポ 遅延
時間
[bpm] [ms]
30
120

しかし、フリーコメントでは、遅延 30 ms
においても約半数の被験者が、
「遅れているか

50
70

は分からないが、演奏音に違和感がある」と
回答し、180 bpm 条件では 8 名の被験者が、

30

「違和感」または「明確な遅れ」を感じると
150

50

「演奏していて気持ち悪い」といった回答が
数名から得られた。このことから、遅延 30 ms

70

において、一部の被験者は演奏音に違和感を
感じていた。既往の研究 5)において、アンサ

30

ンブル演奏を行った際に、遅延 30 ms は殆ど
の被験者が、主観的に遅延を感じると回答し
ている。このことから、遅延 30 ms は演奏へ

180

50

の支障を感じるほどではないものの、演奏音
の遅延による影響が見られる遅延時間である
と考えられる。

180 bpm

表 1 テンポ条件ごとの主なフリーコメント

価に有意差が生じるのは、テンポに関わらず

回答した。また、演奏への支障についても、

150 bpm

30
50
70
遅延時間[ms]
(b) 演奏への支障を感じた程度
図 8 テンポ条件別の主観評価の平均と 95％信頼区間

このことから、遅延および演奏への支障の評
遅延 50 ms 以上であることが示された。

120 bpm

8

(Tukey-Kramer’s HSD)を行った結果、
すべての
テンポ条件において、遅延 8 ms と 50 ms およ

70
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項目ごとに、テンポと遅延水準を要因とした二

30
50
遅延時間[ms]
(a) 遅延を感じた程度

70

遅延と支障の感じ方
(回答数)
遅れているか分からないが違和感がある(6)
ハイハット等特定の部位に違和感がある(3)
演奏していて気持ち悪い(2)
演奏音が遅れていると分かる(8)
バスドラムが遅れて聴こえた(4)
演奏していて気持ち悪い(3)
演奏音が遅れていると分かる(10)
テンポの維持が困難 (2)、不可能 (2)
遅れているか分からないが違和感がある(7)
スネア等特定の部位に違和感がある(4)
演奏していて気持ち悪い(4)
演奏音が遅れていると分かる(6)
演奏音に違和感がある(4)
演奏音が遅れていると分かる(7)
1 打目の音が特に遅れて聴こえた(3)
ハイハットの音がテンポ通りに揃わない(2)
演奏音が遅れていると分かる(4)
遅れているか分からないが違和感がある(4)
演奏していて気持ち悪い (1)
遅れているか分からないが違和感がある(7)
演奏音が遅れていると分かる(4)
演奏がテンポより遅くなってしまう(2)
演奏音が遅れていると分かる(8)
自分の音では無いように感じた(4)
フレーズの演奏が困難(3)

3.3.2. 演奏時間の分析
フレーズの最初の音の開始から、最後の音
の開始までの時間を求め、テンポどおり演奏
を行った場合の演奏時間に対する割合を求め
た。図 9 に、各遅延水準における 12 名の平均
値と 95 %信頼区間をテンポごとに示す。表 2

演奏時間のずれの割合

1.20

＊＊

1.15
1.10
1.05
120 bpm

1.00
150 bpm

0.95

8

30
50
遅延時間 [ms]

に示す要因効果について三元配置分散分析を

表 2 三元配置分散分析の結果(演奏時間)
要因
F値
P 値 寄与率 [%]

ンポの交互作用が有意となった(表 2)。図 9 で
遅くなる傾向がみられた。各テンポ条件の遅
延水準間で多重比較(Tukey-Kramer’s HSD)を
行った結果、全てのテンポ条件おいて、遅延
8 ms と 50 ms および 70 ms の間に有意差がみ

遅延水準

128.7

14.1

403.0

＜0.01
＜0.01

テンポ
被験者

60.05

＜0.01

24.2

被験者×テンポ
遅延水準×テンポ

28.37
1.56

＜0.01

22.9
0.3

られ(p＜0.01)、150 bpm の条件では、8 ms と
演奏時間のずれの割合

(p＞0.05)。このことから、演奏音の遅延の影響
により演奏のテンポが遅くなり、遅延 50 ms
(150 bpm については 30 ms)で有意差が生じる
ことが確認された。また、最もテンポの速い
180 bpm 条件は、他の 2 条件に比べ、演奏のテ
ンポの低下の程度が大きい結果となった。

1.10
1.05
1.00
0.95
0.90

120

ンポ条件における演奏時間のずれの割合を、
2.0

いた。このことから、被験者ごとに得意なテ
ンポ、不得意なテンポが異なっており、演奏

拍のずれ [s]

テンポが速くなるにつれ、右上がりの傾向を

150 bpm で最も正確なテンポで演奏を行って

150
テンポ条件 [bpm]

180

図 10 被験者ごとの演奏時間のずれ

被験者ごとに図 10 に示す。多くの被験者は、

よって異なっており、一部の被験者は

0.15

1.15

被験者とテンポの交互作用について、各テ

奏を行うことが出来ていた条件は、被験者に

29.5

1.20

30 ms の間においても有意差がみられた

示している。しかし、より正確なテンポで演

70

図 9 演奏時間の分析

行った結果、3 要因の主効果および被験者とテ
は、遅延時間の増加に伴い、演奏のテンポが

180 bpm

＊(150 bpm のみ)

0.90

＊＊(180 bpm のみ)

1.5
1.0

120 bpm
150 bpm

0.5

180 bpm

0.0

8

30
50
遅延時間 [ms]
図 11 拍のずれの分析

70

時間のずれに対するテンポの影響に対しては、

各遅延水準における 12 名の平均値と 95 %信

被験者の個人差があるものと考えられる。

頼区間を、テンポごとに示す。表 3 に示す要

3.3.3. 演奏の乱れの分析

因効果について三元配置分散分析を行った結

被験者の試行ごとに、スネアの打叩から次

果、3 要因の主効果、テンポと被験者および

の打叩までの時間間隔を 8 小節分、
計 15 間隔

遅延水準の交互作用が有意にみられた (表 3)。

求めた。求めた間隔ごとに、テンポどおりの

遅延水準 70 ms において、拍のずれが増加す

時間間隔との差の絶対値を積算した値(以下、

る傾向がみられ(図 11)、180 bpm の条件では

拍のずれ)を、試行ごとに求めた。図 11 に、

増加量が大きいことが確認された。各テンポ

条件の遅延水準間で多重比較を行った結果、

表 3 三元配置分散分析の結果(拍のずれ)

180 bpm 条件のみ、遅延 8 ms と 70 ms の間に

要因

F値

P値

寄与率 [%]

有意差がみられた (p＜0.01)。また、150 bpm

遅延水準

16.18

＜0.01

26.2

条件において拍のずれが最も低い傾向がみら

テンポ

28.86

＜0.01

8.5

れた。各テンポ条件における、拍のずれを被

被験者

12.73

＜0.01

5.6

験者ごとに図 12 に示す。150 bpm 条件は他の

被験者×テンポ
遅延水準×テンポ

19.97
2.07

＜0.01

21.8
2.3

2 条件に比べて、拍のずれが小さい傾向がみ
られたが、120 bpm、180 bpm において拍のず

0.02

2.0

から、拍のずれに対するテンポの影響につい
ても、演奏時間のずれと同様に、被験者の個
人差があると考えられる。

拍のずれ [s]

れが最小となる被験者も存在する。このこと
1.5

1.0

0.5

4. 許容される遅延時間の考察
単発の運動での実験の結果、ドラム経験者の

0.0

120

150
180
テンポ条件 [bpm]
図 12 被験者ごとの拍のずれ

PSSは50 ms程度であった。
演奏実験の結果、
遅延 50 ms から遅延が知覚されることが示さ
れた。また、演奏音の分析の結果、遅延 70 ms
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