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Sinusoidal model を用いた音色補間による楽器音合成
－音程の異なる２つの同一楽器音からの合成－
佐藤 博喜, 三井 実, 川野邊 誠, 宮原 誠
北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科
〒923-1292 石川県能美郡辰口町旭台 1-1,
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概要：サンプリング音を楽器音として利用する際，音程変化を得るためにサンプリング周波数を変化
させる方法が用いられる．この方法により音程の変更は自在に行えるが，その一方で周波数スペ
クトルも大きく変化してしまう．特に生楽器の音をこの方法で生成する場合には，そのリアリテ
ィーが著しく失われる．この問題点を改善するために，本研究では，広い音域で原音の周波数ス
ペクトル情報が保たれるような楽器音合成方法として，音程の異なる同一楽器の 2 つのサンプリ
ング音から Sinusoidal model を用いた音色補間を行う方法を提案する．アルゴリズムを明確に提
示し，実際の生楽器音（トランペット）に適用した際の本手法の有効性を，主観評価実験および
電力スペクトル密度の比較により確認した．
キーワード：楽器音合成，シンセサイザ，正弦波モデル，音色補間，周波数スペクトル

Synthesis of musical instruments sound
using sinusoidal model morphing
－synthesis from two sounds having different pitch of the same musical instrument－
Hiroki Sato, Minoru Mitsui, Makoto Kawanobe, Makoto Miyahara
School of Information Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology
Asahidai 1-1, Tatsunokuchi, Ishikawa 923-1292, Japan
E-mail: hiroki-s@jaist.ac.jp
Abstract: We proposed the method of synthesizing different pitched sampling sound, with less spoiling the
reality of original musical instrument sound. The validity of the method has been checked by subjectivity
evaluation experiment and comparison of spectral density of frequency. The method is Morphing using
Sinusoidal model from two sampling sound of the same musical instrument of which pitches are different.
By this method, the envelope of the spectrum of an original instrument's sound in large compass of pitch
is maintained, and synthesis of musical instrument sounds can be performed with less damage of a
reality of original sound. One of the conventional methods to change a pitch is shifting a sampling
frequency. However, when applying this method to the acoustic sound, the envelope of spectram changes
largely from original sound and the reality of sound is lost remarkably. Our method proposed here has
improved this problem.
Key words: sound synthesis, synthesizer, sinusoidal model, morphing, frequency, spectra
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1. はじめに
近年のコンピュータによる音楽製作の現場では，サ
ンプリングした音（以下サンプリング音）が楽器音と
して使用されることが多い．サンプリング音を楽器音
として利用するためには，原音の音程（Pitch）を自由
に変化させる必要がある．
この音程変化を得るためにサンプリング周波数を変
化させる方法がよく用いられる．この方法により音程
の変更は自在に行えるが，その一方で周波数スペクト
ル包絡の概形も大きく変化（伸び縮み）してしまう．
楽器の音色は周波数スペクトル包絡で特徴付けられ
るということが一般的に知られており，その周波数ス
ペクトル包絡が変形してしまうことで原楽器の音色の
特徴が失われる．従って，楽器の音のサンプリング周
波数を操作すると，スペクトル包絡の変化の影響で，
“原楽器音らしさ”が著しく失われる[1]．中でも吹奏楽
器の音の場合には，その原楽器音らしさが著しく失わ
れる傾向にある．
この問題点を改善するために，原音と異なる音程の
音を生成する時，生成する音程のスペクトルを補完し，
そのスペクトル包絡線が原楽器のスペクトル包絡線に
等しくなるようにする（スペクトル補完と呼ぶ）必要
がある．そのための方法として，音程の異なる同楽器
の2 つのサンプリング音からSinusoidal model を用い
てスペクトル補完を行う方法を提案する．
本報告では，提案する方法でトランペットの合成音
を作成し，その有効性を主観評価実験および電力スペ
クトル密度の包絡線の比較により確認した．

えば，それと共に周波数スペクトル包絡も微妙に変化
するのが普通である．即ち，周波数スペクトル包絡が
変化しないように保つだけでは，楽器音の再現には不
十分である．
そこで本研究では，音程変化による周波数スペクト
ル包絡の微妙な変化をも再現し，より原楽器音に近い
楽器音を合成するために，音程の異なる 2 つの同一楽
器音の時間周波数スペクトル情報を使い，広い音程域
での楽器音合成を行う（図 1）
．この様な 2 つの音から
の中間音の合成は，Morphing と呼ばれ，過去にいく
つかの方法と実例が報告されている[2][3]．

本研究では，音色補間を実現するために，Morphing
に関する研究での成功例が数多く報告さている
Sinusoidal model を用いた Morphing の方法に準拠し，
スペクトル補間を行う具体的なアルゴリズムを構築す
る．

2. 音色補間による楽器音合成

3. Sinusoidal model について

サンプリング周波数の変更による音程シフトの最大
の問題点は，スペクトル全体の周波数軸方向への伸び
縮みにより，原音の特徴が著しく失われることである．
従って，スペクトル包絡が変化しないように保ち，音
程を変化させることができれば，より広い音程域で原
音の音色に近い合成音が生成可能であると考えられる．
この時，周波数スペクトル包絡を保ったまま音程を
低くする処理を行う場合などは，新たな高調波の生成
が必要であり，このような処理は，線形システムでは
実現することができない．従って，周波数スペクトル
が変化しないように保ち，音程を変化させるためには，
Sinusoidal model 等による分析/合成処理が不可欠で
ある．
また，楽器音の周波数スペクトル包絡が，広い音程
域で変わらないという保証は無く，むしろ，音程が違

Sinusoidal modelは1986年にMcAulayとQuatieri
によって提案された音信号を記述するモデルである[4]．
STFT により，ある時刻(フレーム)のスペクトルを求め
代表値(ピーク)を選び出し，その足し合わせで信号を復
元する(式 1)．
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L

~
s [n] = ∑ Ak [n] cos(φ k [n])

(1)

k =1

選び出されたピークはフレーム間で関連付けられ，
時間的に連続した正弦波(トラック)として記述される．
この時，対応するピークが存在しない場合には，ピー
クの発生(Birth)，または消滅(Death)として処理する
（図 2）
．

スケーリング前の周波数を f1, f2，原音の基本周波数

位相はピークの発生の時点での位相が初期位相とし
て与えられ，その後の位相は正弦波が最も滑らかにつ
ながるように 3 次の多項式により自動的に決定される．
本報告でもMcAulayとQuatieri のアルゴリズム[4]
（以
下，M&Q アルゴリズム）と同様の方法を用いる．

4. アルゴリズム
4.1 アルゴリズム全体
今回構築したアルゴリズムの概要を図 3 に示す．図
の各部について上から順に説明する．
(A),入力音信号をそれぞれ別に M&Q アルゴリズムで
分析する．ただし音１と音２のフレーム数が同数にな
るように分析を行う．(B),次に Sinusoidal model に変
換されたデータに対して，
“①周波数スケーリング”
，
“②トラックの対応を決定”の処理を行う．
(C),対応関係の取れたトラックについて，トラック毎
に Morphing を行う．対応関係の得られないトラック
に関しては，同じ周波数で振幅が 0 のトラックが存在
するものとして，同様に Morphing を行う．また，
Morphing を行うときに，音１と音２の数値の重み付
けを表す重み係数α（0 から１の範囲の数値）を用い
る．αは，α=0（またはα=1）の時には，完全に音 1
（または音２）と等しくなり，α=0.5 の時，音 1 と音
2 の中間の音が合成されるような重み係数である．
(D),処理の終わった全てのトラックを併合し，
(F),M&Q アルゴリズムで合成を行い，再び音信号を生
成する( i．

を f01, f02 とすると，スケーリング後の周波数を fS1, fS2 は
それぞれ，

f S1 = f1 ( f 02 ⋅ ς ) , f S 2 = f 2 ( f 01 ⋅ ς )
ただし， ς = 440 ( f 01 ⋅ f 02 )

(2)
(3)

となり，fS1, fS2 は共に基本周波数が 440Hz となるスケ
ール上に展開される．
展開されたスケール上で Morphing の演算が行われ
た後，αに従った周波数に戻すために再びスケーリン
グを行う．
Morphingの演算後の周波数をfｍとすると，
再びスケーリングを行い合成される周波数 f は式(4)の
様になる．

f =2

 fm
 f 02 ⋅ς

α log 2 


 f
 + (1−α ) log 2  m

 f ⋅ς

 01






(4)

4.2 周波数スケーリングについて
音１，音２は互いに音程の異なる同一楽器音である．
それぞれの音の基本波とその倍音成分（調波）の対応
関係が見出しやすいように，音 1，音 2 それぞれの基
本波の周波数が 440Hz となるようにスケーリングを
行う．
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4.3 トラックの対応の決定について
トラック毎に演算を行うために，音 1 のトラックと
音 2 のトラックについて，１対１の対応を決定する．
対応関係の決定は，トラックの類似度を示す関数 S を
導入し，その数が大きいものから順番に行う．

L

S = ∑ g (η k )

(5)

k =1

 1
− 1 , (η k ≤ 0.5)
 k
g (η ) = η + 0.5
0 , (η k > 0.5)

k

η k = f Sk1 − f Sk2 440

(6)

(7)

トラックの類似度 S は，あるフレーム k での相互ト
ラックの周波数差分の逆数である g(ηk)の全フレーム
にわたる足し合わせで計算される．式(5)．
今回取り扱う音は，同一楽器の音であり，調波やそ
の他のトラックの分布が 2 音間でかなり類似している
ことから，上記の類似度計算により，誤り無く調波の
対応を取ることができている．また，それ以外のトラ
ックについても近いと思われるトラック同士での対応
が取れていることを確認している．しかしながら，実
際に算出される数値とトラックの類似性についての検
討は，まだ十分に行っているとは言えず，今後さらな
る検討が必要である．

233Hz,466Hz,932Hz）を Digital Audio Tape（DAT）
にサンプリング周波数 48.0kHz，16bit 量子化で録音
（採録）したものを用意する．合成に用いる原音は，
長さ 5 秒程度の単音で，音のアタックとリリースが同
じフレーム位置に来るように信号全体の長さを調整し
ておく．低音（基音：233Hz）
，高音（基音：932Hz）
の 2 音を用い，α=0．5 で中音（基音：466Hz）の合
成音（音 a）を生成した．
また，比較対象として，従来手法であるサンプリン
グ周波数の伸縮による合成音を作成した．高音のサン
プリング周波数伸張による中音合成音（以下，伸張合
成音：音 b）
，低音のサンプリング周波数縮小による中
音合成音（以下，縮小合成音：音 c）
，を作成した．た
だし，Sinusoidal model 分析/合成自体の音質劣化
の存在を考慮して，3 種類の合成音の条件を揃えるた
めに，音 b，音 c に対しても，Sinusoidal model 分析/
合成を同条件で行った．さらに採録した中音を音 d と
し，主観評価実験を行った．

6.

検証

6.1 主観評価実験
4.4 トラック毎の Morphing
対応の付けられたトラック同士で Morphing を行う．
実際には，各フレームにおいて，2 つのピークの振幅
と周波数を重み係数αに応じて補間し，出力するピー
クを得る．これを全フレームに対して行うことで，出
力するトラックを得るものとする．
ここで，これまでの手法のように，周波数，振幅そ
のものの単純な線形補間を行うことは人間の知覚を考
慮した場合に適切でないと考える．
そこで，今回提案するアルゴリズム内では，振幅に
ついては dB スケール（20log10A）上で，周波数につい
ては音階スケール（log2 f ）上で，それぞれ重み付けα
による線形補間を行っている．また，同フレーム上に
対応するピークが存在しない場合には，対応するトラ
ックが存在しない場合と同様に，振幅が 0 で同じ周波
数を持つピークが存在するものとし，同様に補間を行
う．初期位相に関しては補間の際の特別な演算は行わ
ず，単純に先に現れる方のトラックの初期位相を生成
するトラックの初期位相とした．

5. 楽器音の合成
4 章で述べたアルゴリズムをトランペットの採録音
に適用して合成音を生成した( ii．トランペットの採録音，
低，中，高音域の音（いずれも B ♭，基音：
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5 章で述べた合成音 a，b，c，および採録音 d（いず
れも 466Hz の基音を持つ）を用い，次の絶対評価，お
よび相対評価による主観評価実験を行った．
A～d のデータを Wave ファイルに変換してノート
PC 上で再生し，ヘッドホン（SONY MDR-CD900ST）
を使用して聴取を行った．被験者は楽器経験者で正常
な聴力を有する大学院生 8 名を集め実験を行った．

(1) 絶対評価
合成音 a，b，c を単一で提示し，
“トランペット
の音らしい”と思うかどうかを，
“全く思わない”を
+1，
“非常に思う”を+5 のとした，1 から 5 の評点
で 5 段階絶対評価した．評価結果は表 1 に示す．

表1，絶対評価による比較
本手法(音A) 伸張合成(音ｂ) 縮小合成(音c)
平均
分散

4.10
0.93

2.88
1.16

2.00
1.00

本手法の合成音 a の評価が 4.10 と最もよく，合成
音b，cの評価はそれよりも1.22から2.1低かった．
また，分散分析の結果，それぞれの評点は有意
（F=7.78, p<0.01）であり，さらに，LSD 法を用い
た多重比較により，本手法の平均値は伸張合成，縮
小合成による平均値と比べて 5％水準で有意に大き
いことを確認した．

(2) 相対評価
採録音 d の後に，合成音 a，b，c のいずれかを提
示し，採録音と比較して，それぞれの合成音が“ト
ランペットの音らしい”かどうか，-3 から+3 の評点
で 7 段階相対評価した．評価結果は表 2 に示す．

②

表2，相対による比較(生録音に対して)
本手法(音a) 伸張合成(音b) 縮小合成(音c)

-0.90
1.17

平均
分散

-2.00
1.12

⑤

-2.13
0.60

本手法の合成音 a の評価が-0.90 であり，採録音と
比較するとやはり，
“トランペットの音らしさ”が低
下しているが，従来手法と比べると評点は高かった．
また，分散分析の結果それぞれの評点は有意傾向
（F= 2.99, p<0.1）にあり，さらに，LSD 法を用い
た多重比較により，本手法の平均値は縮小合成によ
る平均値と比べて 5％水準で有意に大きいことを確
認した．
さらに，相対評価において，本手法による合成音
の聞こえ方について自由記述による評価も行った．
その結果，本手法による合成音について，
“高音の金
属的なノイズが気になる”
，
“音が薄く，物足りない”
などの評価結果を得た．

6.2 信号解析
合成音および，採録音の信号全体での電力スペクト
ル密度の計算を行い比較した．図 4 から図 7 にその結
果を示す．
合成音はいずれも Sinusoidal model 分析/合成によ
り，調波の高周波部分が欠落している．これは，
Sinusoidal model 分析時に，高調波の強さが代表する
ピークを選ぶ閾値よりも小さい値であったためである
と考えられるが，ある閾値以下の強さのスペクトルが
失われることは，Sinusoidal model 自身が持つ問題点
である．この閾値についての検討は，今回は詳しく行
わなかった．しかし，この閾値による音質の劣化の詳
細な調査は今後の課題である．

図 5：本手法による合成音 a の電力スペクトル密度
（縦軸：電力スペクトル密度[dB] 横軸：周波数[Hz]）

③

⑤

図 6：伸張合成音ｂの電力スペクトル密度
（縦軸：電力スペクトル密度[dB] 横軸：周波数[Hz]）

④

⑤

図 7：縮小合成音ｃの電力スペクトル密度
（縦軸：電力スペクトル密度[dB] 横軸：周波数[Hz]）

①

本手法による合成音のスペクトル包絡（図５の②）
は，採録音のスペクトル包絡（図 4 の①）と類似して
おり，第 1 調波から第 20 調波までの強さは，近似して
おり，その差は，最大でも 6dB 以下であった．一方，
伸張，縮小合成音は採録音 d と比較して，調波の強さ
が著しく違っており，スペクトル包絡（図 6 の③，図
7 の④）が大きく異なっている．
また，Sinusoidal model 分析/合成を施した合成音 a，

⑤

図 4：採録音 d の電力スペクトル密度
（縦軸：電力スペクトル密度[dB] 横軸：周波数[Hz]）
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b，c の音は，採録音 d と比較して，調波以外のスペク
トル密度（図 4～7 の⑤）が極端に小さいことが分かる．

6.2 予備実験
今回のアルゴリズムでは，各トラックの初期位相の
与え方について特別な操作を行わず，単純に以前のト
ラックの持つ初期位相を引き継ぐものとしている（4．
4 節）
．そこで，初期位相の与え方で音質劣化が生じる
かどうかを確認するために，初期位相が合成音の音質
に与える影響について予備実験を行った．
Sinusoidal model 分析を行った音 d の基本波に対し
て第 1 高調波，第 2 高調波の初期位相を 90 度，180 度
とそれぞれ変化させて聴取を行ったが，初期位相の操
作による生成音への影響は確認できないほど小さかっ
た．これは，M&Q アルゴリズムによる分析の時点で，
すでに原音の位相情報が失われ，その後の初期位相の
操作だけでは最終的な合成音の音質にほとんど影響を
与えないためであると考えられる．

7.

考察と今後の課題

Sinusoidal model には，分析/合成を行うこと自体で，
原音の自然さが失われてしまうという問題点がある．
分析/合成を施した合成音の調波以外のスペクトル密度
が極端に小さくなっているという信号解析結果からも，
Sinusoidal model 分析/合成が音の厚みを劣化させて
いるということは明らかである．特に，音の厚みが劣
化することに関して，Sinusoidal model 分析時のピー
クを選ぶ閾値の選び方が関係していると考えられる．
この閾値を下げれば，音の厚みを増すことが可能であ
ると予想されるが，それと同時に，音の立ち上がりと
終わりの部分で発生する調波以外の細かいトラック
（無声音部分）が多く発生し，それらのトラックに補
間の演算が施されることにより，それらがノイズの原
因になることも予測される．
今後は，この無声音部分のトラック演算が原因でノ
イズが発生しているかどうか確認していく予定である．
また，数多く発生した調波以外のトラック同士を，
ノイズが無く，かつ自然さを失わずに，補完するよう
にアルゴリズムを改善していく必要がある．
また，本報告では，トランペットの音のみについて
実験を行ったが，今後は他の楽器にいてもその効果を
確認していく予定である．

8. まとめ
本報告では，サンプリング音を楽器音として使用す
る際に必要となる，音程変化を与える方法について，
従来のサンプリング周波数の伸縮による方法で生じる
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スペクトル包絡の変化を改善した方法として，音程の
異なる同楽器の 2 つのサンプリング音から Sinusoidal
model を用いたスペクトル補間を行う方法を提案した．
トランペットの音を対象として合成音を作成し，主
観評価および，信号解析により検証を行った．
本手法による合成音は,採録音と比べて“トランペッ
トの音らしさ”がなくなっていることを確認し，その
原因は，高周波のノイズの発生や，音の厚みの劣化に
よるものであるということが，主観評価の自由記述に
よる評価から明らかになった．高周波ノイズの発生や
音の厚みの劣化の原因は Sinusoidal model 分析の時
点で発生していると予想されるが，本手法のアルゴリ
ズムは多段の処理を行っているため，これらの音質劣
化がどの部分で生じているのか，その場所の特定まで
は至らなかった．
また，初期位相に関しての予備実験を行ったが，初
期位相が合成音に与える影響は確認することができな
かった．
しかし，信号解析により，提案手法と採録音の電力
スペクトル密度を比較した結果，提案手法の合成音は，
調波の周波数スペクトル包絡の形が保たれ，採録音に
近似しているということが分かった．
さらに，主観評価結果により，今回提案した手法に
よるトランペットの合成音が，サンプリング周波数の
伸縮による合成音（従来法）と比較して“トランペッ
トの音らしさ”という評価基準において優れている，
という結果が示された．
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