
1 － 2 － 2
ポリスペクトルを用いた楽器音の特徴抽出について*

○末冨　友義　　志沢　弘　　柳沢　斉　　山崎　芳男　　伊藤　毅（早大理工）

　日本音響学会講演論文集 昭和59年　10月

* Character Extraction of Musical Instrument Tones by Polyspectral Analysis.
By Tomoyoshi Suetomi, Hiroshi Shizawa, Hitoshi Yanagisawa, Yoshio Yamasaki and
Takeshi Itow (Waseda University).

1．まえがき

　ポリスベクトルパターンを利用して音響
信号の特徴を把握し，その特徴を利用して
複合音から特定の音を分離抽出する手法に
ついては既に度々報告してきた。
　本報告はオルゴールやトライアングル等
の金属音系の楽器音の特徴を，主としてパ
イスペクトルに現れたパターンに着目して
検討を加えたものである。

2．ポリスベクトル解析

　一般に楽器の音色を決めるのは倍音構造
とその時間変化である。今回対象とした金
属系の楽器音はその発音機構から容易に想
像されるように極めて複雑な倍音構造を有
している。特に金属自身の固有振動数との
関連で非整数次倍音もかなり含んでいる。
このような楽器音の分析にはポリスベクト
ル解析は適しているといえる。
　　次のポリスベクトルは　次相関関数の
　　 次元フーリエ変換として得られる。
特に　　 としたポリスベクトルは良く知
られたハイスペクトルであり，最近不規則
信号の分析に盛んに使われ出している。
　信号をエルゴード性と仮定すれば，パイ
スペクトルは長時間平均を使って

(1)

とかくことができる。　　は信号　　のフ
ーリエ変換で(1)式が示すようにバイスペク
トル　は3 つの周波数成分
の従属関係を記述する複素関数である。パ
イスペクトルは正負の周波数領域に渡り多
くの対称性を示すが，図1(a)のように第1
象限では標本化周波数　 によって決まる二

等辺三角形内に存在する。そのうち斜線を
施した部分のパイスペクトルの絶対値を同
図(b)に表示した。(1)式の対称性より出力パ
ターンは直線　　　に対し対称となる。

3．金属楽器音のパイスペクトルパターン
　図2(a)はオルゴールのパイスペクトルパ
ターンで，図1(b)のフルートとは全く異な
る独特のパターンを有する。これを上から
見たものが図2(b)であり，図のように3 つ
の直線から成る。バイスペクトルの対称性
から，　　　と　　　の物理的意味は等し
いので，　　　 及び　　　　　 の 2 直線
について検討した。

イ)　　　　 の場合
　この直線上のバイスペクトルの一般式は

(2)

図2　オルゴールのバイスペクトルパターン
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図1　バイスペクトルの表示方法
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となる。パイスペクトルがこの直線上に現
れる条件は(2)式より
が同時に正でなければならない。　は定数
であるから　　 　　は当然である。従って
　の任意性から，ある　　　のスペクトル
の列が存在するときに周波数で　だけずれ
た　　　  　のスペクトルの列が存在する。
ここで新たにこの　      　を　　　と置き
換えれば，更に　だけずれた　　  　　のス
ペクトルの列が存在する。以下同様にして
あるスペクトルの列が　の間隔でいわば周
期構造を持って存在することになる。

ロ)　　　　　　の場合
　この直線上ではパイスペクトルは

(3)
と表される。イ)と同様に　　　 は常に正
であり，あるスペクトルの列　　　がある
ときそれより　ずれた　　　　　のスペクト
ルの列が存在し，これを新たに　　　と置
き換えれば更に　だけずれた　　　　　が存
在するので結局イ)と同様の結論に達する。

　ここでは，初めにあるスペクトル列を仮
定しているが図2(b)の 3 直線は常に同時に
存在するので，イ)，ロ)の両者で仮定し
たスペクトルの列は同一と考えられる。ま
た，これらの直線以外の部分にはあまりパ
イスペクトルは現れていないので，この周
期性を持ったスペクトル構造が支配的なも
のであることがわかる。
　実際には図3 に示すように図2(b)のパタ
ーンがいくつか重畳して現れており，共通
しているのは何れも基音を　として現れて
いることであり，音によってその他いくつ
かの　を伴っている。
　図4 に金属音系以外の楽器のパイスペク
トルパターンを示しておく。

4．むすび

　音程の聴き取れる金属音系の楽器音には
目でみてただちにそれと分かるパイスペト
トルパターンの特徴を有し，それは倍音が
周期的構造を持つためであることがわかっ
た。このパターンを利用して異なる金属音
同士の倍音構造の特徴を把握したり他の信
号成分の除去等への応用が考えられる。
　オルゴール音の収録にご尽力いただいた
は三協精機株式会社オルゴール事業部の各
位に謝意を表す。
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図3　オルゴールとトライアングルの
バイスペクトルパターン

図4　トランペットとハーモニカの
            バイスペクトルパターン
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