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あらまし：本論文では，ギター演奏者の押弦側の手に筋電センサーを取り付け，手の甲の表面筋電から上達度

を測定する方法を検討した．その際，押弦に技術が要求されるバレーコードに着目した．実験では，ギター初

級者がバレーコード押弦時に必要以上に力が入っていることが計測できた．さらに，リアルタイムな筋電計測

によって，初級者が適切な力で押弦することができるように上達を支援するアプリケーションを提案した． 
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Abstract: In this paper, we consider a method to measure the degree of guitar playing progress from the 
surface myoelectric potential of the fretting hand by attaching a myoelectric sensor on the back of it. For this 
we focused on the barre chords, which require technique for pressing strings. In experiments, it was able to 
measure that a guitar beginner used more muscle force than necessary. We also proposed an application 
using real-time measurement to help beginners improve their skills to press strings with proper force. 

 

1. はじめに 

	 初級者がギター（アコースティックギター）を

始める際は，コードと呼ばれる複数弦を同時に押

弦して和音を演奏する練習を行う． 

	 ギターの演奏に必要なコードの中には，バレー

コード（barre chord）と呼ばれる1本の指で同じ
フレット上にある複数弦を押弦して演奏しなけれ

ばならないコードがある．図1はバレーコードの
中でも代表的なFコードを押弦した際の手の写真
であり，分かりやすいように押さえなければなら

ない箇所に印を付けてある． 

	 バレーコードは，初級者にとっては特に難易度

が高く，それが原因でギターの習得に挫折してし

まうケースも多い．そこで，適切な練習方法や教

材を使って練習する必要があるとされている． 
	 本研究では，ギターでバレーコードを弾く際の

手の筋電をセンサーで測定し，筋電情報からギタ

ーの上達度を測定することと，それを用いて改善

指導を行うアプリケーションの提案を行う．  

 

2. 関連研究 

	 本研究では，アコースティックギター演奏時の

手の筋肉の状態を測定して可視化するために筋電

を用いる．筋電とは，生物が筋肉を動かす際に筋

肉に発生する微弱な電流のことであり，筋電セン

サーを取り付けることで値を取得できる．筋電を

グラフ化したものを筋電図（EMG）と呼び，筋肉
の状態変化を読み取るのに用いられる． 
	 生物の筋電を測定する方法としては，筋肉に直

接電極を差し込み，筋肉組織から記録する方法と，

筋肉にセンサーを貼り付け，表面を流れる表面筋

図 1 バレーコードの例（F コード） 
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電を記録する方法がある．通例，人を対象とした

応用では表面筋電を記録する方法が取られる． 
	 楽器演奏中の筋電を測定する関連研究としては，

ギター演奏時の手の筋電を測定することで演奏者

が演奏しているコードを判定する研究[1]がある．
この研究では演奏者の左腕（押弦側の腕）に12個
の電極を付けた状態で，代表的な 14 のコードを
演奏してもらっている．そして，発生する筋電を

計測して分析したところ，各コードで筋電の違い

が観測され，特にバレーコードは計測される筋電

の値が他のコードと比べて大きいことが分かった．

さらに，あらかじめ用意した波形と照らし合わせ

ることで，88.5%の確率で押弦しているコードを
判別することができたことが報告されている． 
	 また，ピアノ演奏時の筋電を測定し，脱力度と

演奏の関係性を調べる研究[2]がある．この研究で
は，ピアノ演奏で重要と言われる「脱力した」奏

法と「力んだ」奏法の比較を行うために，人差し

指の関節角度の変化， 表面筋電信号，ピアノ鍵盤
の変位を同時に測定できるシステムを開発し，実

験が行なわれた．その結果，脱力した場合と力ん

だ場合では筋電のパターンに違いが認められ，そ

の結果として鍵盤の挙動にも違いが現れることが

明らかとなり，ピアノ演奏者の熟練度を評価する

手法となり得ることが報告された． 
	 トランペット演奏時の口唇周囲の筋活動を解析

するために筋電を用いた研究[3]もある．この研究
では，口唇周囲に 6つの電極を取り付け，筋活動
を表面筋電図を用いて解析した. その結果，低い
音より高い音を演奏中の方が筋活動が活発になる

が，その度合いは演奏者の演奏可能な音域によっ

て変化することや，初級者は上唇より下唇の筋活

動の方が活発であり，熟達者はその違いはないこ

となどが明らかとなった． 

	 他にも，フルート[4]，バイオリン[5]，ドラム[6]
など，さまざまな楽器の演奏時の筋電を計測し，

熟練度との関係を分析する研究が報告されている． 
	 また，筋電によって演奏する（筋電信号を音に

変換する）楽器[7,8]も提案されている． 

3. 本研究の提案 

	 本研究では，ギター演奏者の押弦側の手（一般

的には左手）に筋電センサーを貼り付け，演奏中

の手の甲の表面筋電を計測し，その値から演奏者

が適切な力加減で押弦できているか，つまりどの

くらいの上達度かを判定することを試みた． 
	 その際，本研究では，特に正しい押弦に技術が

必要とされる「バレーコード」に着目した．バレ

ーコードは複雑な押弦が必要となるため，その演

奏中には上級者と初級者で筋肉の使い方に大きな

違いが現れると考えられる．よって，バレーコー

ド演奏時の筋電計測によって，ギターの上級者と

初級者が判別できるという仮説が立てられる． 
	 そこで，まず上級者と初級者に特定のバレーコ

ードを演奏してもらって筋電（電圧）を記録する

ことで，適切な力加減による演奏の測定値と無駄

な力の入った演奏の測定値の違いを判定できるか

検討し，それによってギター演奏の上達度を測定

できるか検討する． 
	 さらに，その知見に基づいて，計測された筋電

の値を可視化してリアルタイムに演奏者にフィー

ドバックすることで，ギター演奏の上達支援を行

うアプリケーションの開発を行う．演奏者は PC
を通して演奏中の自身の筋電の変化を見ることで，

適切に押弦できているかを理解することができる．

これらに加えて，筋電の値を定期的に計測して保

存することで，ギターの上達度を可視化すること

も目標とする．  

4. 筋電の計測システム 

	 本研究では，大学のアコースティックギターサ

ークルに所属するギター上級者と初級者に協力し

てもらった．演奏者の左手の甲に筋電センサーを

装着した状態で，代表的なバレーコードである F
コードを押弦してもらい，計測アプリケーション

から再生されるメトロノームに合わせて音を鳴ら

してもらった．その際，複数弦を同時に鳴らすス

トローク奏法と，順番にコードの構成音を鳴らし

ていくアルペジオ奏法の両方で演奏したデータを
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取った． 
	 筋電を計測するシステムは，Arduino と
Arduino用の筋電センサーであるMyoWareを使
用した．このセンサーは図2のように肌に電極を
貼って取り付けると，取り付けた肌に流れる表面

筋電を感知し，その強さに応じた値をArduino側
に出力する．測定された値はシリアル通信で PC
に送られ，Processingで開発したアプリケーショ
ンでリアルタイムにグラフとして可視化される．

また，それと同時に分析用に記録される． 
	 本研究では，記録された波形をもとに上級者と

初級者で筋肉の使い方の比較，そして同一の演奏

者で奏法を変えた際の筋肉の使い方を比較した． 

5. 計測実験の結果 

	 ギター上級者1名と初級者1名の手にセンサー
を取り付け，バレーコード押弦時の筋電情報をグ

ラフ化したところ図3および図4のような波形が
得られた．左側が上級者が押弦した際の筋電の波

形，右が初級者が押弦した際の筋電の波形である．

グラフの横軸は経過時間，縦軸は電圧を表してお

り，0.01秒毎に情報を更新したものである．  
	 この波形からギター初級者は押弦する際に力を

入れすぎて値が振り切れており，適切な力加減で

押さえることができていないことが読み取れる．

それに対してギター上級者の波形は値が振り切れ

ることなく安定しており，無駄な力のない適切な

押弦できていることが読み取れる． 

	 また，同じ演奏者によるストローク奏法（和音

を同時に鳴らす）とアルペジオ奏法（和音をずら

して鳴らす）の筋電の値を比較したところ，図 5
および図 6のような波形が得られた．上級者はア
ルペジオ奏法の際，ストローク奏法よりも力を入

れて演奏していることが多いが，初級者はこれに

当てはまらないことが多かった． 
	 今回の実験は予備実験のレベルであり，上級者・

初級者とも 2，3名の傾向を見て各 1名のデータ
を取っただけであるが，ギター演奏者の押弦側の

手に筋電センサー装着し，表面筋電を測定するこ

とで，コードを押さえる手の力の入れ具合が判別

できることが示された．また，これらの結果から，

上級者と初級者ではギター演奏中の力の入れ具合

に差があることも客観的に確認された．ギター上

級者はバレーコードにも慣れているために無駄な

動きが少ないが，初級者はバレーコードを押さえ

図 2 筋電センサーの装着（押弦側の手） 
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図 3 ギター上級者の筋電センサー出力 
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図 4 ギター初級者の筋電センサー出力 
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ると常に力が入っており，適切に押さえることが

できていないことが見て取れる． 
	 しかし，センサーを貼る位置によって筋電の値

が大きく変わってしまうことがあったので，測定

方法の標準化が今後の大きな課題である． 

6. ギター上達支援アプリケーション 

	 これらの実験結果をもとにアプリケーションを

開発した．本アプリケーションはProcessingで制
作し，Arduinoから送られてきた値をリアルタイ
ムでグラフ化し筋電情報の可視化を行う．また，

筋電値の目標値を設定することでギター上達度を

奏者に視覚的にわかりやすくフィードバックする

ことができる． 

	 本アプリケーションの使用手順を以下に示す．

まず，演奏者は名前と筋電の目標値を設定する．

計測開始のボタンを押すと計測が始まり，演奏中

の筋電の波形が表示される．画面には，リアルタ

イムな波形とともに筋電の目標値と平均値が線で

示されるので，平均値が目標値を上回らないよう

に意識することで，演奏中に力が入りすぎるのを

防ぐ．また演奏中に力が入りすぎた際は，画面全

体の色が変わり奏者に力が入りすぎていることを

伝える 

	 また，演奏者ごとの計測データを CSV 形式で
出力することもできるので，定期的に計測を行い，

値を比較していくことでユーザーは上達度を確か

めることができる． 

7.  おわりに 

	 本研究では，アコースティックギターでバレー

コードを弾く際の手の筋電から演奏者の上達度を

測定する方法とその応用例について検討した．さ

らに，筋電計測によって，ギター初級者がバレー

コードを適切な力で押弦することができるように

上達を支援するアプリケーションを開発した． 
	 ギター上級者と初級者のバレーコード押弦時の

筋電を比較したところ，ギター初級者は必要以上

に力が入っていることが客観的に計測できた．同

一の演奏者であっても奏法の違いによって力の入

れ具合に差が出ることが分かった．今後は，被験

者を増やして実験を行うことが必要であろう． 
	 本研究ではデータを取得するために筋電センサ

ーを肌に直接取り付けデータを取ったが，少しの

衝撃や接触などで誤った値を出力してしまうこと

図 7 ギター上達支援アプリケーション 
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図 5 上級者の奏法による筋電の比較 
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図 6 初級者の奏法による筋電の比較 
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が多かった．センサー装置の無線化や接触部分を

センサー本体から離すような加工をすれば，奏者

が手を動かした際に発生する筋電値の誤検出を減

らして，より効率的にバレーコードの上達支援を

することができるようになると考えられる． 
	 最後に本研究の手法の課題として，ギターのさ

まざまな演奏技術の中でもバレーコードのみに着

目し，さらに実際に正しい音が鳴っているかにつ

いては判定していないことがある．そのおかげで

センサー1 個だけによる簡便なシステムが実現で
きているが，特定のバレーコードのみを練習して

おくとか，正しい音を出すことよりも力を入れな

いことを優先するといった，システムをだます（裏

をかく）ような利用法には対応できない．よって，

本手法は現状では個人の自主的な練習での補助的

な使用にとどまるものと考えている． 
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