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おところりん : ソーシャルネットワークにおける偶然性を用いた音楽生成
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修士論文 (2011. 3)
おところりんは、偶然性の音楽を生成し、文字によるコミュニケーションに彩りを与えてくれる
一手法である。この手法を活用することにより、無音あるいは若干の効果音に限られていたイン
ターネットアプリケーションに様々な音楽を添えることが可能となる。おところりんは、音楽を
つくるための専用のソフトウェアを一切使わずに人と人とのコミュニケーションで発生するイベ
ントに対して独自の音楽を生成することができる。結婚式や誕生日といった特別な日や元気のな
い友だちを勇気づけたい時に誰でも簡単にメッセージと一緒に音楽をプレゼントできるようにも
なる。今回は、このおところりんの有用性を確認するため、応用例の一つとしてiPhoneアプリケ
ーションふ＊らいふへの導入を行った。ふ＊らいふは、ガーデニングをモチーフとしたTwitterク
ライアントである。コミュニケーションによって花を育て、開花した花をプレゼントするときに
音楽が生成される。本論文で提案するおところりんは、音に対するユーザーの知識や経験に関わ
らず、コミュニケーションによって多くの楽曲を自動的に生成することができる。おところりん
を用いることで、インターネットアプリケーションをより親しみやすくし、若年層のインターネ
ットの利用促進といった効果も期待できる。
Thesis or Dissertation
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おところりん：
ソーシャルネットワークにおける
偶然性を用いた音楽生成
内容梗概
おところりんは、偶然性の音楽を生成し、文字によるコミュニケーションに彩
りを与えてくれる一手法である。この手法を活用することにより、無音あるいは
若干の効果音に限られていたインターネットアプリケーションに様々な音楽を添
えることが可能となる。おところりんは、音楽をつくるための専用のソフトウェ
アを一切使わずに人と人とのコミュニケーションで発生するイベントに対して独
自の音楽を生成することができる。結婚式や誕生日といった特別な日や元気のな
い友だちを勇気づけたい時に誰でも簡単にメッセージと一緒に音楽をプレゼント
できるようにもなる。今回は、このおところりんの有用性を確認するため、応用
例の一つとして iPhone アプリケーションふ＊らいふへの導入を行った。ふ＊ら
いふは、ガーデニングをモチーフとした Twitter クライアントである。コミュニ
ケーションによって花を育て、開花した花をプレゼントするときに音楽が生成さ
れる。本論文で提案するおところりんは、音に対するユーザーの知識や経験に関
わらず、コミュニケーションによって多くの楽曲を自動的に生成することができ
る。おところりんを用いることで、インターネットアプリケーションをより親し
みやすくし、若年層のインターネットの利用促進といった効果も期待できる。
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Otocororin :
A Chance Music for Social Network System
Abstract
“Otocororin” is a method of adding a colorful element to written communication in Internet applications by creating chance music. “Otocororin” randomly
creates original music in conjunction with person-to-person communication without requiring special music composition skills or music editing software. Anyone
can easily send music with their written messages as a present for special occasions such as weddings, birthdays, or for cheering up a friend. “Otocororin” has
been integrated with the iPhone application “Fu*life” to demonstrate its usage
and eﬀects. The application allows users to send bouquet presents of the ﬂowers
they have grown through their communication on Twitter. The music that is
simultaneously created through their verbal exchanges can also be attached and
sent with the bouquet present, resulting in a brighter, more visual form of communication. The “Otocororin” proposed in this thesis automatically generates
countless pieces of music based on users’ communication rather than requiring
speciﬁc musical knowledge or experience. The integration of “Otocororin” might
make Internet applications more appealing to users and also possibly encourage
Internet usage among younger generations.
Keywords:
Communication, Chance Music, Internet Application, Automatic Creation
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