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二線(サンシン)の音色に関する総合的な評価(1)
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うことを目的とする。
Ｌまえがき

人々の生活の中に(よ様々な「宵」が存在し，コミュニ
ケーションの手段として会話には「声」が利用きれ，クラ
クションやチャイムの様にヒトに危険や来客を伝える帝も
杵る鰯また，特に意織をしなくても道路の騒音やラジオ等
から流れる晋楽を耳にしている。ヒトは常に「音」と接し

ている。ヒトは音と接する時，車のクラクションを聞き

不快な感情を覚えたトハビアノの美しい旋律を聞いて心地
よいと感じたり，様々な感情を覚える。ヒトが楽器音を聞
き分ける場合両耳から入る音によってその音源を識別し，

音色により様々な情報を得。また，様々な感情を覚えるの

である[11．楽器には様々な形や揮類が見られるがその音
色も様々であり，１｢iilじ楽器でも筒色の良い楽器とか悪い楽
器とⅡfばれる物がある。楽器はその構造により楽器音に含

まれる部分宵成分(１１W波数分布）と波形の振幅，それらの

１１柵的な変化が複雑に絡み合い音色を構成している。ま

た，音色は音を聞く時の心理的な影瀞も`受けるとも言われ

る[11～[３１.

本稿では，サンシンと他の弦楽器の波形、及び周波数分

布の比較，また，弦同士の共鳴による影響[111と棹の振
動計測についていくつかの実験結果を報告する。
２．波形と周波数分布

サンシン音の特徴をつかむためサンシン音と他の弦楽
器との波形の比較・分析を行い，また部分音構成を観測す

る為に周波数分布を観測した。比較する弦楽器としてア

コーステイックギターとピアノを用いた。各楽器の音を聞

き比べると，サンシンとアコースティックギターは「キー
ン・カーン」といった「かん高い音」を感じ,｢硬い音」と
いった印象を受け，また，ピアノは「ポーン」と聞こえ，
落ち着いた印象を受ける。
２．１波形

各楽器の波形を観測し比較するため，ピアノは中央ハ
音，ギターは２弦１フレットの音，サンシンは第３弦の開
放弦とし，それぞれの楽器の基本周波数を2616[HzlのＣ

の音に統一した。Fig.1～３に観測波形を示す。

ｉｌｌＩ縄には三線(サンシン）という沖縄独自の三弦楽器が
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より，そのi他の鱒し魁しの劃klを具体的な物理量として
求めることにより，三線の欝色に関する総合的な評価を行
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とんどｲｲ学的な解析がなされていない'41～１６１．本研究で
は，三線背の波形解析及び周波数分布の解析[71～1101に
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Fig．Ｌサンシン音の波形（第三弦のIWI放弦）
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ＦｉｇＯピアノ音の周波数分布（１１１央ハ宵）
Fig2・アコーステイツクギターの波形(２弦ｌフレソトの音）
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Fig.３．ピアノの波形（中央ハ音）

ピアノ音，ギター音では，時間の経過に対し振幅の減衰

は緩やかであるのに比べ，サンシン音は振幅の減衰が早

く，15000ポイントではアタック時の１/１０程度に減衰さ

れている。また，ピアノやアコースティックギターではア

タック音がはっきりしないのに対し，サンシンではアタッ
ク音立ち上がりが急峻である。

ギターとi線に(よ,細ｉ１波数成分まで倍ilfが豊爾に念ま
ﾉL，ピアノは商１１１波数成分の|肝音成分が比較的に少ないこ

とがl1llる。サンシンの周波数分布(よ約51kH肱|まで１１;がって
おり，４ｹに5001Hzl～2000{H鰯1に強いi勝音を含んでいる:，
また，サンシンは基音である261.61Hzlのスペクトルが全
く含まれていないという特徴がある。

実際に両楽器音を聞くと三線はかん高い'？']象を受け，ピ
アノ音は柔らかい音に聞こえる。三線の音は，高周波数
の倍音が豊富で基音付近の倍音成分が少ないために高周
波数の倍音が強調され，かん高い音となっていると考えら
れる。

３．弦同士の共鳴による影響

三線でよく使用される調弦に本調子が有り，一般的に

第一弦が13U8[Hz]のド音，第二弦が17461Hz]のファ音，

第三弦は261.6IHzlのド音にチューニングされる。第一弦

２２倍音の構成

Fig.1～３で得られた各楽器の周波数分布をFig.4～６に

示す。

と第三弦がｌオクターブ，第二弦と第三弦が全５度の関係
に有る。例えば，第三弦の１倍，２倍，３倍，…，、倍音
が第一弦の２倍，４倍，６倍，…，２，惰音の共振周波数の

振動モード[121[13]に一致し，弦同士の共鳴の起こりやす
い状態になっている。（Table､1）
TABLE１倍音と周波数の関係
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Fig.５．アコーステイヅケギター音の周波数分布(２弦１フレヅトの音）
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1８３１．２

３．１共鳴音

弦間の共鳴について調べるため，第三弦を弾いた時の，
第一弦，第二弦の共鳴音を録音し，解析を行った。
3.1.1録音方法

まず，第一弦の共鳴音を録音したい時には，第二弦を指
で触れてミュート（消音）しておき，第三弦を弾いて第一

弦を共鳴させ，素早く第三弦も指で触れてミュートする

と，第一弦の共鳴音だけが残り，それを録音する。第二弦

に対しても同様に録音した。また，マイクはダイナミック
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FigIo、他弦が共鳴できない時の第三弦の波形
、

他弦を開放した場合の波形では，約70000ポイント(約
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FiH7・第乏強を.;聴いた時の第一弦の共鳴音

1.6秒）まで振動しているのに対し，他の弦をミュー卜し
た波形では約55000ポイント(約1.3秒)で収束しており，
他弦が共鳴できる状態(他弦を開放した場合)にしたとき
良い余韻が得られている。

３．３調弦のずれによる影響
先に，他弦との共鳴により波形が影響を受けているこ

とを示したが，サンシンの調弦(チューニング)を意識的

にずらした場合の波形を観測した。録音は，第三弦を弾く

愚

場合に，第一弦のチューニングを約1/4音下げておき，第
一，二弦を開放して行った。

、0.ｍX）2.1)駒Ｑ､⑪】ｉｊｑ.、】のg”ぬ直.8町◎７．０<)０，．０《y），.〔■ｍ
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た第具弦の倍音によって，他の弦の振動モードと一致する

脚波数(.rable.')で共鳴が起こることが確かめられた。
３２共鳴の有無

他弦との共鳴による振動波形の影響を調べるために，第
三弦１%|放を弾く時に，他弦と共鳴出来る状態と，他弦を指
で触れて消音する事により共鳴出来ない状態を作り，波形

を観測した。（Fig.9,10）
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Fig.１１．チューニングのずれた場合の波形(第三弦）

チューニングのずれた波形のFig.１１では，横軸5000～

10000(約0.11～０．２３秒)に於いて波形にうなりが確認で

き，実際に耳で聞いてもうなりは確認でき耳障りな音で

あった。

また，振動は約60000(約1.4秒)で収束しており，他弦
の共鳴が無い場合の波形(FiglO)に近く，共鳴できる条

件に比べて波形の減衰が速い。調弦が合ってる場合の方が
よい余韻が得られており，良い演奏をするには，調弦が重
要な要素となる。

４．棹の振動

沖縄では昔から三線の音色については，棹が最も重要と
考えられてきた。しかし，その物理的根拠は無く，弾き手

の感覚でしか計られていない[51．棹は弾弦時にどの様に

振動するかを調べるため，弾弦時の棒の振動を，コンタク

トマイク（圧電型)を用いて観測した。
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Fig.１３の波形より，各弦共に棹の振動波形はアタヅクが
弱く減変が緩やかであl〕，令体の~，;線ffに比べて２～３１１１ｆ

４．１録音方法

三線の糸巻き部分にコンタクトマイク（ＫＯＲＯ製クリッ
プ式)を取り付け，また，胴(ボディー）にはダイナミック

マイク(SonyF-230A)を設圃し，それらの(鋼-をミキサー
(Task1LmMTR424MRII)をj、して，それぞれLcl1,Ｒ(:hに

信号･を振り分けコンピュータに人力することにより同時
録音した。ただし，録脅はサンプリング周波数441[kHz1，
ピット数16bitで↑↑った:,

近く腱い波形が1￥らｌＬている;,つまり卜|〔は'ﾉﾐ際に'１'１こえる

肝により２～;lWf近く仲が振動していることになる：
また，｜'Ｉｉの賑lliljが笈際に'111こえる（よりlﾐ||ｻﾞ'１１１振動して
いることを考えると，仲(よ余微に影料1を此ばしているとｲ|(w：

洲される

4.;ｊ周波数分布

節｛雌をliliいた場介の波形Figl;I(()に於ける棹の1hJリノ

|`ﾔlilk数分ｲｌｊ(FiK.14）と令体の｛線ｌ１ｆ(FiH.15)に'｣くす“
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Fig.12．録音方法
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このようにして得られた三線の棹の振動音とダイナミッ

Fig］４弾強による禅の振動周波敷分桁（第三強）

クマイクによって得られる全体の三線音をFig.１３に示す。
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Fig.１３．全体の鷺線厨のl副波数分布（第豈強）

全体の三總音
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棹の振動波形の周波数分布（Fig.14）では，三線の闇・
(Fig.15)では現われない基脅成分(26L6lHz1)が含まれて
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Fig.13．樟の振動波形と全体の三線音

おり，高次倍音成分は少なく，低次倍晋成分が強く含まれ
ることが確認できる。

これらの音を実際に聴き比べると，椋からコンタクトマ
イクで録音した振動音は，三線狩有のかんだかい音ではな

く，むしろピアノ音に近い音であり，これは低い周波数に
倍音成分が集中しているためである。この様な結果を考慮
すると三線特有の高次倍音が強く低次倍音の弱いかんだか
い音色の直接の要因は，棹による影響ではなく，胴や皮の

張り具合等による影響であると推測される。
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｛線ｉｆの特徴として賑illIiの&&変が速く，鵬青の成分が

少ないことが茶げられ，僻f成分は約５IkHzlまで広がっ

ており，聯に5()(〕|H擁'-21k岬|に強いIlIf音を含むことが分

かった”弾弦をしない弦も減食やうなI)の影響があI)，調
弦(よ余微や計色の為にも蔽鍵な腱紫となる。波形特徴の原
|Ａ１として(よ，え線のlll1jや仲，弦の材質，またllliiiの皮の張力
鞭によるものと碁えられる。

今後，部分１Wの特徴が了線のどのiWj位(弦，胴，棹，皮

など)によるものであるかを先{ﾘIしたｋで，一般的に;､良
いif色の｛線である..と１１fばれる二二{線と普迦の三級との各
１１判ｉを比鮫するｻﾄﾞにより“良いijf色爾の要１Ｍとなる背の,lvIi
If，また，そのfIiliTが：線の部'0:のどのような材質による
６であるかについても検討していきたい。

今ｌ１１１ｉｌ１Ｉだした糠では，低次ＩＩｌｆ符成分が強く含まれ，振動

ｌＷＩｌ１ｌの良さから余剛1に影騨をｌｊ､えているとも思われる興味
ある結采が得られたが，なお多極多様な三線についてi11I定
する必要がある。
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