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青木潤平 (法政大学 情報科学部), 伊藤 克亘 (法政大学 情報科学部)
1

まえがき

楽器の演奏音の音色を変化させるには楽器用エフェ
クターが用いられる。楽器用エフェクターの調節は、実
際の出力音を聞きながら感覚を頼りに微調整を繰り返
して行う。感覚に頼ることから調節には熟練を要する。
音の感じ方は個人によって異なるため、他人からの助
言も参考にしにくい。また、音色の変化する要因は、楽
器固有の倍音構造や、弦の状態、アンプやスピーカー
などの音響機材、楽器用エフェクターによる音響効果
など多岐にわたる。これらの要因により、楽器用エフェ
クターを用いて所望の演奏音を作るのは難しい。そこ
で、任意の演奏音を模擬した音響効果が得られるよう
なエフェクターの調節を可能にする、楽器用エフェク
ターの調節補助システムを提案する。ユーザーの所有
する楽器とエフェクターの情報を入力し、目標音に近
い音を作るためのエフェクターの調節を手助けする。主
観よる部分を軽減し、誰もが的確に調節できるように
支援することを目的とする。

2
2.1

支援方法
音の可視化による補助

目標音と楽器・エフェクターを用いて出力された音
のスペクトル・スペクトログラム・時間波形などのデー
タをグラフで可視化し、比較する。これにより直感に
頼る部分を軽減し、楽器用エフェクターの調節を補助
する。

2.2

エフェクター機能のシミュレーション

エフェクター機能を解析し、機能をコンピュータシ
ステム上で再現する。任意の音源に対しシミュレート
したエフェクター効果をシステム上で自由に調節しな
がらかけることを目的とする。加えてドライ音とエフェ
クターで変化させた音を、時間領域と周波数領域で比
較する。結果から必要なパラメータを取り出し、それぞ
れの調節つまみによる音色の変化の度合いを推定する。

3
3.1

図 1. グラフィックイコライザの例

3.1.1

可視化

MATLAB を用いてスペクトルを表示する。図 2 は
イコライザの効果の例。実際のグラフィックイコイラ
イザーを用いて無操作の音源・600Hz を+15dB した音
源・600Hz を-15dB した音源を比較する。音源はエレ
キベースの単音。無操作が赤、600Hz を+15dB した音
源が緑・600Hz を-15dB した音源が青で示されている。
図 2 を見ると、600Hz 付近の値に明らかな違いがある
ことがわかる。どの周波数帯域がどれほど違うのかは
聴覚上では精確には判断できないが、このように可視
化することで違いを精確に捉えることが出来る。イコ
ライザによる演奏音の模擬は周波数帯域の違いを掴む
ことが難しいが、イコライザの操作自体は簡単である。
可視化によりイコライザによる演奏音の模擬のもっと
も困難な部分が可決されるため、可視化は有効だとい
える。

事例研究
イコライザ

イコラザは, 音源の任意の周波数成分を操作するエ
フェクターである。イコライザには 2 種類あり、グラ
フィックイコライザとパラメトリックイコライザと呼
ばれる。一般的にグラフィックイコライザのほうがよ
く使われるため、その使用を前提としている。線形な
応答を持つ。図 1 は実際のグラフィックイコイライザ
の一例である。いくつもの上下にスライドするツマミ
が横に並んでいる。周波数を一定の割合の間隔で分割
し区間ごとにツマミに割り当て、それを上下に操作す
ることでそれぞれの帯域のレベルを変化させて、音質
を調整する。

図 2. イコライザの効果例

3.1.2

機能解析・再現方法

イコライザは線形な特性を持つため TSP 信号 (Time
Stretched Pulse) で特性を計測する [1]。
イコライザはいくつかのツマミを同時に操作するこ
とのほうが一般的であるので、そのような場合でもス
ペクトルから操作が読み取れるか調べる実験を行った。
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図 3. 80・150・300・600・1.2kHz 操作
図 3 は 80・150・300・600・1.2kH の 5 箇所のツマミに
操作を施した信号である。いずれもピークをはっきり
読み取ることが出来る。またそれぞれのピークの中心
周波数もツマミの中心周波数と一致していることがわ
かる。このエフェクトは MATLAB のフィルタ関数を
用いて実現することができる。フィルターのパラメー
タの生成には MATLAB CENTRAL から入手したプロ
グラムを用いる [2]。プログラムに中心周波数・ピーク
の強さ・Q 幅 (帯域幅) を入力することでパラメータが
出力される。

3.2

効果の解析のために正弦波を用いる。正弦波の周波数
は E1(41.2Hz,4 弦ベースの最低音) から E5(659.26Hz,6
弦ギターの最高音弦の 1 オクターブ上) までの E の音
5 オクターブ分を用いる。それぞれ正弦波のひずみ方
を調べ、倍音の大きさを測る。図 5 は倍音の測定の様
子を示している。上の 3 つのグラフは E1 から E3 まで
の歪ませた後の正弦波のスペクトルを表している。赤
い丸がついている部分は検出された倍音のピークを表
している。得られたピークから歪によって発生する倍
音の構造を推定する (図 5 の一番下)。録音された楽器
音に対し、フレーム毎にスペクトルを取り、得られた
ピークに対して推定した倍音構造に沿った倍音を付与
していく。
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図 4 のスペクトルをみると、ギターの音に歪をかけ
ることにより高次の倍音が発生しているがわかる。
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歪とは、電気回路の非線形な応答により、入出力の波
形が相似形にならない現象である。歪は他の分野では
除くべきものであるが，音楽の場合はその独特の音色
が尊重される場合がある。増幅器に過大な入力が入る
と出力が応じきれず波形がクリップする。このクリップ
した成分が歪となるが， よく知られているように人出
力特性が正負で対称であれば波形も対称に歪， 奇数次
の成分のみが発生する。入出力特性が対称でない場合
には偶数次の成分も発生する。更に和音を歪ませると
差音なども発生してより複雑なスペクトルとなる。実
際のエフェクターでは振幅の処理の仕方は機種によっ
て様々であり、音色の違いが表れる。非線形な特性を
もつ [3]。

3.2.1

機能解析・再現方法

3.2.2
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図 5. 倍音測定の様子

4

評価

エフェクター効果の再現率について客観評価を行っ
た。ディストーションについて、実際のエフェクタを
通した音とドライ音・シミュレーションしたエフェク
トをかけた音について LPC ケプストラム距離を用いて
評価した。ドライ音と実機の距離は 0.6851・再現音と
実機の距離は 2.4529 となった。再現率が低くなってし
まった原因としては 3.2.2 節で述べた再現方法のうち、
フレームごとのスペクトルのピークを検出することが
現状では難しいことが考えられる。
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図 4. スペクトル
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(ドライ音：青、エフェクタ適用：赤)
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