
なぜ誰も分岐音楽を作らないのか
変化し続けるピアノ曲 traumbaum における
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本日のお題目

コンピューターゲームと可変音楽
　（可変にするとなにがええのん？）

作曲家と可変音楽
　～なぜ誰も分岐音楽を作らないのか～

変化し続けるピアノ曲 traumbaum における
可変音楽制作のアプローチ



自己紹介：スミイ酸

 即興でピアノを弾く人
 可変音楽作家・PG ( web, dsp, iOS etc )
 美少女・恋愛ゲーム系 BGM作家



 インタラクティブに変化する音楽に対する関心が
世界中で高まってきている。 

 ハードやインフラの問題はクリアされて
コンテンツの内容で勝負する段階に入っている。

 

つまり、おもしろい。

なぜ、いま、可変音楽をやるのか



コンピューターゲームと
可変音楽



楽曲はそもそも可変。人または状況によって変化するもの、
変化することを前提としている曲、さまざまな種類がある。

可変音楽にすると何がいいのか。

可変音楽再生機はメディアとしてどのような役割を担えるか。

可変音楽の有効性の見極めはむずかしい。

コンピューターゲームと可変音楽



録音口伝 コンピューター記譜

そもそも楽曲は可変だ（伝達手段）

手段が増えている



厳密でない
ふわっとしている

正確になった
解釈の余地

再び可変？

演奏の記録
固定

口伝
記譜
録音

コンピューター
-10,000 -7,500 -5,000 -2,500 0

録音

口伝
コンピューター記譜

そもそも楽曲は可変だ（俯瞰）



録音口伝 コンピューター記譜

そもそも楽曲は可変だ（変化の種類）

①人から人へ伝わっていくうちに解釈・改変されて変化する
②同じ曲を時期や状況を変えて繰り返し演奏すると変化する

③同じ曲を時期や状況を変えて繰り返し再生すると変化する ＮＥＷ！



可変

固定

不確定音楽

レコード

録音

ジャズ

ポップス
現代音楽

残るようになった

宗教

クラシック
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統一

戯曲

子守唄

祭事

労働 / 戦

口伝

てきとう

求愛

遊び

ゲーム

コンピューター

DAW

インタラクティブ
ミュージック

可変？

ﾅ 

？
記録がない

DJ / Remix

Vocaloid

歌ってみた
演奏してみた同人

庶民の
創作

ポリ
フォニー

リズム

そもそも楽曲は可変だ（歴史）



ソロ サビ サビ 次の曲

※バンドはパーティ・ライヴは戦闘

毎度のことやけど、ギターソロ
の長さは決まってへんねん！

ソロ：魔法詠唱
バッキング：援護

サビに戻るタイミングはお互い
合図して合わせるんやで！

詠唱完了・攻撃開始！！

 ええ感じに盛り上がっとるから、
もっぺんサビ繰り返しとこか！

コンボ技
オーバーキル

残り時間とかお客さんの反応を見
て曲を入れ替えたりもするで！

ボス最終形態？
感動シーン？

（ボス戦終盤・ギタリストが詠唱時間の長い術式(ソロ)を組上げ中）

エンディング
討伐完了

ライヴステージ上での可変演奏例



即興
 メロディの決まっているもの 、いないもの
 ジャズ、フリー即興、民謡、民族音楽など
 即興時の脳の働きはよくわからないのでおもしろい！

演奏指示を含む作曲  演奏時の順序組み替えなど、「4’33”」

ランダムな作曲 易の音楽 (Cage) 、アレアトリク、ストカスティック(Xenakis)、 
ジェネレイティブ (Eno)

アルゴリズム的作曲  数式や Max 等を使って構築された楽曲
 アルトネリコ３

自動作曲  コンピューターによる疑似作曲 (まだない）
「Orpheus」http://www.orpheus-music.org/v3/

可変音楽
 ゲーム音楽 (アダプティブミュージック)
 クラブDJ
可変楽曲「traumbaum」

不確定な音楽の種類

CC-BY-SA 2007 Jaknouse

http://www.orpheus-music.org/v3/
http://www.orpheus-music.org/v3/


 音楽を修飾する概念

 作曲 (Compose) された楽曲。

 状況に応じて、またはランダムに
 楽曲自体を変化させて再生・演奏する
 ことができる。

 即興演奏の扱いについては未定義。

ゲーム特有の演出は含まない。
ゲームにも使われる一般的な音楽演出は
「音楽」に含める。

可変音楽 (variable music) て何やねん



アクション（行動）と音楽が同期するよ

 アダプティブミュージック（ゲーム）

ドライブ音楽の再発明 
VW GTI + Underworld 
http://www.volkswagen.co.uk/playtheroad?
CMPID=14_1_5061_480_22_36423_91_13

可変にすると何がええのん？

http://www.volkswagen.co.uk/playtheroad?CMPID=14_1_5061_480_22_36423_91_13
http://www.volkswagen.co.uk/playtheroad?CMPID=14_1_5061_480_22_36423_91_13
http://www.volkswagen.co.uk/playtheroad?CMPID=14_1_5061_480_22_36423_91_13
http://www.volkswagen.co.uk/playtheroad?CMPID=14_1_5061_480_22_36423_91_13


環境や好みに適応できるよ

可変にすると何がええのん？

CC-BY 2009 Eurobas

【時計】夜は静かめ
【モーションセンサ】移動中は低音を強調

【API等】雨の日はしっとり
【BLE等】職場では作業用ＢＧＭ

【パーソナル情報】誕生日には明るい音楽
【GPS】恋人が近くに来たらラブリー

【ユーザーカスタマイズ】ビート感があるほうが好き



ドキドキ ♥ するかもしれないよ

 次の展開が読めないライヴ感

（twitter での反応）

traumbaum流しつつ寝ます。寝る時よく流すが、ただ
時々聞いたことない流れや展開に反応してしまってね
れない時もあるという…。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20代？ 女性 　　

昨晩、traumbaumを流しながら寝たんだけど、
起きたら音楽の雰囲気がかなり変わっててびびった。
聞いたことのあるフレーズのあとに、聞き覚えのない
フレーズが来たり 　　　　　　　　　　　　　　　20代  男性

可変にすると何がええのん？



ただのループ再生と比べて飽きにくいよ？

 音楽を変化させる要素がない場合　→

 常設のサウンドインスタレーション等
現場スタッフの精神的負担の軽減。

演奏に揺らぎを収録して繰り返しの不自然さをなくす

可変にすると何がええのん？



可変にすると何がええのん？

バリエーションを使って繰り返しの不自然さをなくす
CC-BY-NC 2007 Joshua Mahan



曲に奥行が出るよ

時間的制約から解放される 
　　　　　　　　　→ 創作空間の拡張

複数のパースペクティブを内包できる
　　　　　　　　　→ １００回目のループでも新しい発見を

↖　　　　　　　　　　↗
可変音楽の創造空間

↙　　　　　　　　　　↘
リニアな音楽の創造空間　→ time

可変にすると何がええのん？



複数パースペクティブの例：Bruegel: Children’s Games



複数パースペクティブの例：Bruegel: Children’s Games



複数パースペクティブの例：Bruegel: Children’s Games



音の混沌

作曲家 演奏家 エンジニア

可変再生機

リスナー

なにができるのか
考えよう

インスパイア！

メディアの連鎖

メディアの連鎖における
可変音楽再生機の役割



 たとえば、フォーカスのコントロール。
アトラクティブなもの、気持ちいいものなど、
音楽世界としての可変楽曲から、ちょうどいい「聴角」をセレ
クトして、リスナーにサジェストする。

可変音楽再生機としてのゲームエンジンの場合はどうだろう。

メディアの連鎖における
可変音楽再生機の役割



さて…



アクション（行動）と音楽が同期するよ

効果音楽ではなく、曲として良い楽曲を求められる場合も多い

合わせないで偶然の出会いにまかせる

作品とリスナーの間の妄想空間の大きさによる 

飽きないように音楽を変えてるだけのこともある

厳密に同期しなくても十分効果的

まず基礎的な音楽演出をしっかりやる

そんなんしてなんか意味あるん？
(費用対効果は！？)



そんなんしてなんか意味あるん？
(費用対効果は！？)

日常会話 深い話 事件 緊張・感情

音楽の緊張感 ドラマの緊張感

①ドラマの緊張感と音楽の緊張感を合わせる演出

ドラマの盛り上がる
ポイントと音楽が同期！

静かなイントロ
派手な本編



そんなんしてなんか意味あるん？
(費用対効果は！？)

日常会話 深い話 事件 緊張・感情

音楽の緊張感 ドラマの緊張感

②ドラマの緊張感と音楽の緊張感をあえて合わせない演出

ピークがずれてしまうピークがずれてしまう

…が、音楽のポテンシャルは高い

ドラマチックな音楽



そんなんしてなんか意味あるん？
(費用対効果は！？)

日常会話 深い話 事件 緊張・感情

音楽の緊張感 ドラマの緊張感

③ドラマチックな音楽をドラマに細かく合わせていく演出

いろいろと理想的

カネと時間がかかりまっせ

フラグメント フラグメント フラグメント フラグメント



そんなんしてなんか意味あるん？
(費用対効果は！？)

期待される効果 固定曲 曲切り替え 可変曲

一体感・没入感 ○ ○ ◎

ＴＰＯマッチとサービス × ◎ ○

ライヴ感 × △ ◎

長時間聴ける △ ◎ ○

いつも何か発見がある △ ○ ◎

それ、そんなんせんでもできるで…



可変曲で費用に見合った効果が出るかは

演出のディテールと、実際に必要なデータ量によって変わる



まとめ

楽曲はそもそも可変。人または状況によって変化するもの、
変化することを前提としている曲、さまざまな種類がある。

可変音楽はリスナーの行動や、環境に適応できる。
複数のパースペクティブを内包することで、
表現する世界により深みをもたせることができる。

可変音楽再生機はメディアとしてどのような役割を担えるか。

あるシーンに対して可変音楽の有効性の見極めはむずかしい。



作曲家と可変音楽
～なぜ誰も分岐音楽を作らないのか～



分岐音楽って？

「可変」より「分岐」のほうが想像しやすい。

アドベンチャーゲームは「分岐」する。

音楽も分岐したらおもしろいんじゃない？



なぜ誰も分岐音楽を作らないか

想像できない … 取っ掛かりがない！ 

俺 SUGEEE!と直結していない！

聴ける人が限定される！ 曲が憶えにくくなる？

手頃なツールがない！

ものすごく手間がかかる！

CC-BY-ND 2007 David Becker



なぜスミイ酸はそれでも分岐音楽を作るのか

普通の音楽に飽きた！

これ以上リニアな音楽を増やす意味が分からない！

音楽世界を作って、みんなをその中で遊ばせたい！

巨大建造物へのあこがれ！

確定しないことは素晴らしい！



データ

デコード

エンコード

通常の楽曲

作曲家

曲

音の混沌

演奏・再生

作曲は確定させる作業

選択

確定

膨らませる



曲

作曲家

モデル

音の混沌

演奏・再生

クラス定義

インスタンス化

プログラム

可変音楽曲

可変音楽曲は確定しない

確定しない



完成した曲に手を加える必要はないと思う

曲によっては作り直したい

古いほうも残しつつ新しく作りたい

古いほうは上書きして新しく作りたい 1 

6

8 

0 

曲を作り直したい人はけっこういる？

Q:   完成した曲を、たとえば１年後に聴き直したとして、作り直した
い、または新しいバージョンを作りたいと思うことはありますか？

諦めたらそこで完成です

確定したい？？　音楽家の知り合い14人に訊いてみました：



 作品は作家の「想いいれ」と
「こだわり」から生まれた「呪」

 分岐する「呪」は存在しない？
（ADVは分岐する「呪」か？） 

「一番いいのを頼む」…商品として競争力のある(究極
の) 音楽を作らないとならない。

CC-BY-ND 2011 Shain Erin

作家の呪い 
究極の音源を制作する慣習



  同じ録音物を何度も何度も繰り返し聴くうちに「気になってくる」 で
あろう部分を念入りに「お化粧」する。

 「味」や「個性」を多少犠牲にしても、ピッチやタイミングを修正し
てしまう。

 複数のバリエーションを含めることのできる構造なら、それほど化粧
する必要はなくなるかも？

レコーディングは耐久力を鍛える作業でもある



組み替えると、意味が通じなくなっちゃうのでは？？

たとえば、作曲家の懸念するポイント



音楽にドラマ的進行がない場合

メロ１ メロ２ メロ無し

組み替えやすい

フィールドBGMなど

交換可能



音楽にドラマ的進行がある場合

イントロ Ａメロ Ｂメロ サビ コーダ

導入 叙述 継承 解放 おわり

組み替えにくい

歌ものなど

起 承 転 結

…が、ドラマ進行がある曲ほど、インタラクションに

適応させる意義がある



楽譜通りに弾いてね！

指示通りに
鳴らしてね！

作曲家 演奏家 リスナー

リスナーは演奏をほぼ
コントロールできない

ゲーム
デザイナー

ゲーム
エンジン

プレイヤー 実況を見ている
人

プレイヤーは音楽再生
に影響を与えられる

音楽

ゲーム

作家とプレイヤーの関係



まとめ

なぜ誰も分岐音楽を作らないのか？

ノウハウをもっている人が少ないし、手間もかかるし、まあい
ろいろと大変。

伝えたい想いを可変に構成する新しい手法・指示方法が必要。

そもそも作曲というのは単一の物語を作り上げることだった。



変化し続けるピアノ曲 traumbaum における
可変音楽制作のアプローチ



トップダウン

 音楽による架空の世界を構築したい。

 光景や人物の曲を
ひとつひとつ作って構築していく。

オープンワールドR
PG的

s



ボトムアップ

 ふつうの曲を拡張して、奥行きを持た
せたい。

 バリエーションや分岐を足していく。

おもちゃ屋的



ボトムアップ的手法 その①

バリエーションを作って組み合わせる

3Ａ

1Ｂ

2Ｃ

1Ｂ 2Ｃ 3Ａ

4Ｃ1Ｃ 3Ｃ

2Ｂ 3Ｂ 4Ｂ

1Ａ 2Ａ 4Ａ

4Ｃ

書きやすいが、オリジナルから大きく変

化することはない。



インクリメンタルに書く

何か
何かの続き

続きの続き

別の続き
別の続きの続き

何か別の続き

大きな変化をつけやすいが、再び統合

するのが大変！

さあ、どうしよう

＞＜

別の展開も考えられる

ニャ♪

ボトムアップ的手法 その②



s

フラグメント

フラグメント

フラグメント

フラグメント

フラグメント

フラグメント

フラグメント

フラグメント

フラグメント
フラグメントフラグメント

フラグメント
フラグメント

フラグメント

フラグメント

traumbaumの場合：ハイブリッド

フラグメント

大域的にはトップダウン

局所的にはボトムアップ

双方がかろうじて

つながっている状態





初のプログラマブルな携帯音楽プレーヤ

traumbaum の デザイン

CC-BY-NC-ND 2008 Joshua SosrosaputroiPod touch アプリ

空間を埋めるもの

CDアルバム規模の楽曲

インタラクションの除外

システムの隠蔽

「有機的」な楽曲構造

拡張性・ボーダレス統合



 時間ではなく、空間を埋める
家具としてのエンドレス・アンビエント音楽

traumbaum の デザイン

CC-BY-NC 20!0 Jan Zuppinger

iPod touch アプリ

空間を埋めるもの

CDアルバム規模の楽曲

インタラクションの除外

システムの隠蔽

「有機的」な楽曲構造

拡張性・ボーダレス統合



一定の大きさを超えた可変楽曲は
本質的に小規模なものと異なる

traumbaum の デザイン

iPod touch アプリ

空間を埋めるもの

CDアルバム規模の楽曲

インタラクションの除外

システムの隠蔽

「有機的」な楽曲構造

拡張性・ボーダレス統合



インタラクティビティを組み込む前に、

単純に可変な楽曲の可能性を研究する

traumbaum の デザイン

※ 開発当初は単純マルコフ過程によるランダム再生

iPod touch アプリ

空間を埋めるもの

CDアルバム規模の楽曲

インタラクションの除外

システムの隠蔽

「有機的」な楽曲構造

拡張性・ボーダレス統合



traumbaum の デザイン

リスナーに

可変音楽であることを意識させない

iPod touch アプリ

空間を埋めるもの

CDアルバム規模の楽曲

インタラクションの除外

システムの隠蔽

「有機的」な楽曲構造

拡張性・ボーダレス統合

マルチトラックやエフェクトなど、デジタルっぽい技術を使

わず、プログラムが動いていることを感じさせない。



traumbaum の デザイン

無機的

有機的

iPod touch アプリ

空間を埋めるもの

CDアルバム規模の楽曲

インタラクションの除外

システムの隠蔽

「有機的」な楽曲構造

拡張性・ボーダレス統合



traumbaum の デザイン

iPod touch アプリ

空間を埋めるもの

CDアルバム規模の楽曲

インタラクションの除外

システムの隠蔽

「有機的」な楽曲構造

拡張性・ボーダレス統合

再生時に複数のファイルを統合し
て、楽曲をコンポーズする。

修正、拡張、リアレンジ、派生作
品、二次創作などすべてを統合する
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25%

50%
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0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.00

0.75

0.90 0.95 0.98 0.99 0.99
再生率

再生時間 (日)

traumbaum の スペック

奥行き・再生時間

つなぎ変えの頻度

ランダム性・分岐度

オーディオ
フラグメント数

インタラクション

 １日半で全体のおよそ 96% 再生できる。
100%コンプには１～２週間かかる。

 １回の再生時間は30分から１時間という人が多い



traumbaum の スペック

奥行き・再生時間

つなぎ変えの頻度

ランダム性・分岐度

オーディオ
フラグメント数

インタラクション

 フラグメントの長さは 1秒～2分ぐらい

長さの 中央値 = 6.35秒

≈ １分間に約 9.5 回 のつなぎ替え



1つの分岐毎に平均 1.88 個の選択肢

≈ １分間に平均 ９回の分岐で約３００通り、

≈ ３分間で平均 ４７００万通りの組み合わせ

限定された選択肢 ( 1.88 / 1744 ) でも、

高速に繰り返すことで可変性を確保している。

traumbaum の スペック

奥行き・再生時間

つなぎ変えの頻度

ランダム性・分岐度

オーディオ
フラグメント数

インタラクション



ボディ
86%

つなぎ用マージン
14%

ボディ 残響

ボディ 残響

つなぐポイント

奥行き・再生時間

つなぎ変えの頻度

ランダム性・分岐度

オーディオ
フラグメント数

インタラクション

traumbaum の スペック

 1744個の フラグメント ( v.1.10 )

 延べ 5 時間 8 分のオーディオデータ



traumbaum の スペック

奥行き・再生時間

つなぎ変えの頻度

ランダム性・分岐度

オーディオ
フラグメント数

インタラクション

 任意の時間に曲を自然に終わらせるタイマー

 37 通りのマルチエンディング   (v1.10)



フラグメントの五線譜表現



フラグメント



フラグメントA

オーディオ

情報  ♬

確率リスト(セレクタ)

フラグメントB = 20%

フラグメントC =  5%

フラグメントD = 40%

フラグメントE = 35%

フラグメント



オーディオ 

シーケンス (列)
セレクタ (分岐)

フラグメントの種類



{
! id:"ss_58_nebelstreif",
! seq:[
! ! ! [
! ! ! ! {! id:"#58_base",!! dur: 9.845!},
! ! ! ! {! id:"#58_alt",!! dur: 9.801!}
! ! !  ],
! ! ! [
! ! ! ! {! id:"#58+",!! ! dur:19.704!},
! ! ! ! {! id:"#64",! ! ! dur:20.718,! next:"#65_tonight", score:0.15! }
! ! !  ],
! ! ! [
! ! ! ! {! id:"#59_~e50",!! dur: 3.975,! next:"e_50_wood"!    },
! ! ! ! {! id:"#59_~xwboyc",!dur: 2.642,! next:"x_wboy_C_10"! }
! ! !  ]
! !  ],
! next:"*"
}
!

フラグメントの定義 (variable media structure)



理想

ロング
テール

フラグメントの
再生回数

フラグメントの
累計再生時間

楽譜に書けない 通常の五線譜上に記述できない。俯瞰して眺められない。

とにかく偏る！
よく再生されるフラグメント、ほとんど再生されないフラグメントの格
差が激しい。（バタフライエフェクト）
基本的に手作業での修正。部分的に関数・変数の導入。
音楽的でないため、フィードバックを用いた自律的調整はしていない。

traumbaum 制作で苦労したこと



曲が全く把握できない
記譜主体から即興主体へと移行した結果、全体が見えなくなった。
…が「記譜と即興を同じ楽曲で混在させる」試みへの第一歩となった。
ヴィジュアライザーの作成。

収拾がつかない 分岐したストーリーラインを再びマージするのが大変！

終わらない やめ時がわからず、結局、貯金がなくなるまで没頭してしまった。
　　※仕事ください！

traumbaum 制作で苦労したこと



traumbaum リリース後の反響
アンケート調査



感想・要望など

すばらしい
 絶賛している人が少なからずいる。
評価の高さと、リスナーの年齢・性別・音楽的嗜好等
との関連性は見うけられなかった。

不安になる  曲の全てを把握できない、自分のものにできない。迷
いの森っぽい。という感想もあった。

終わらせたい  自分で曲を止めたくない＝勝手に終わって欲しい。
 約 1/3 の人が「終わって欲しい」と回答

変化が分かりにくい・単調に感じる 変化を分かるようにするべきかについて、強い意見は
なかった。

ポーズ・再開ボタン 要望する声が多かったのでアップデートで付けた。
タイマー機能の要望も多かったので付けた。



曲が終わらないことについて

終わっても終わらなくてもよい
52%

ちょうどいい頃に終わって欲しい
17%

いつか終わって欲しい
13%

終わる時間を指定したい
4%

終わらないのが良い
4%

わからない・気にならない
9%

約1/3が「終わって欲しい」
「終わらないのが良い」は
わずか4%



曲の変化について

どこが変化しているのか分からない
17%

変化しすぎて忙しく感じる
0%

変化に乏しく単調に感じる
17%

もっと分かりやすくしてほしい
0%

ちょうどいいと思う
65%

約1/3が「変化が乏しい」ま
たは「変化が分からない」
分かりやすくしてほしいと
いう要望はなかった。



収録されている曲の長さについて

やや少ない
4%

とくに気にならない
30%

少なすぎる
0% 十分な長さがある

65%



今後の展望・課題



今後の展望・課題
音楽空間の移動  自由に音楽空間を移動できるインタフェースの発明 。

成長・進化する音楽  たまごっち、ポケモン的な音楽。

画像への拡張  Image Fragment による可変画像シークエンス生成。
（可変絵本・ゲーム）

変化を意識させる曲作り リスナーに変化を楽しませる楽曲デザイン。

適応・インタラクション  プライベートな生活環境への適応。
 外部入力による楽曲変化。

環境の整備  Mac / iOS 以外のプラットフォームへの対応（構造の簡素化）
 可変楽曲データフォーマットの定義。共同制作環境の整備。

制作費の低減  ノウハウの蓄積、ツールの整備。
 現状では制作コスト的に非実用的？アートの域を出ない？



おしまい

ご清聴ありがとうございました
可変音楽のご用命はスミイ酸まで 

@smi3

必ずなんとか
しまっせ！



traumbaum

うつろいは

おわらない

https://itunes.apple.com/jp/app/traumbaum/id687162997?mt=8

https://itunes.apple.com/jp/app/traumbaum/id687162997?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/traumbaum/id687162997?mt=8

