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画像処理を用いた三線音の自動採譜
金崎賢悟＊山城毅…渡久地賞辮＊

TheAutomaticMusicBanscriptionOｆＳａｎｓｈｉｎＳｏｕｎｄＵｓｉｎｇｌｍａｇｅＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
ＫｅｎｇｏＫＡＮＡｓＡＫＩ＊TsuyoshiYAMAsHIRo*＊ａｎｄＭｉｎｏｒｕＴｏＧｕｃＨＩ*＊
Abstract

TheSanshinisthreestringedmusicalinstrumentsinOkinawa・Thesemusicalinstrumentsareplayed
withuniquescorebookcalled，，Kunkunsi"・Inthispaper，weproposedhowtotranscriptthesoundof

plavingSanshintothemusicalnote・AspreprocessingweattemptpitchdetectionofSanshinsound．Ｉｂ

ｄｅｔｅｃｔｔｈｅｐｉｔｃｈｗｅｔｒｉｅｄｔｏｕｓｉｎｇｉmageprocessing、Thedetectionwiththismethodwasdoneffoman

actualconsecutiveSanshinsound，andgoodresultswereobtainedonthesinglesound．
ＫｅｙＷＯｒｄｓ：Sanshin，Pitchdetection，ImageProcessmg,Transcription

トルを用いて音高を判別する方法は過去にも様々な方法が

１まえがき

楽器音や歌声から楽譜に書き出す採譜の作業は音楽的
な専門知識や技術，経験が必要となるが，そのような能力
を持った人でも正確な採譜を行うことは困難だとされてい
る.そのため,採譜をコンピュータ上で自動的に行う自動
採譜の研究は音声工学の分野において多くの研究が行われ

ている[1L[2]・

沖縄には三線（サンシン）という，本土の三味線に似て
いる独特の民族楽器があり，多くの演奏曲が存在する．こ
れらの曲は工工四（クンクンシー）と呼ばれる三線独自の

楽譜を用いて演奏され[3]，現在も新しい楽曲が演奏され

ている.この工工四を自動採譜により作成できれば，沖縄
民謡などの民族的な楽曲以外にも，多くのジャンルの楽曲
を三線で演奏することが可能となることが考えられる．
本研究では，三線の実際の演奏音から音高判別を行い，

自動採譜を行うことを目的としている[4],[５１自動採譜に

おいて必要となるのは，音高と発音時点である．
音高判別の方法は，自己相関法，ピークトゥピーク法，

ゼロ交差検出法などがある[6],[71[8）しかし，この方法

では多重音などの複数の音が重なった場合には対応ができ
ない．三線演奏曲は演奏者の唄や他楽器とともに演奏され

ることがあるため[3]，これらの方法が適していないと考
えられる．

そこで，本研究では三線演奏音の周波数スペクトル情報
に着目し，音高を判別する方法を提案した．周波数スペク
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提案されているが[1],[2],[9]’三線音は基本周波数が小さ

く，基本周波数による音高判別は大変難しい．これを解決
するため，スペクトル積算値を二次微分処理し，二次微分

処理時の閾値決定に画像処理を用いることにより音高を判
別した．

発音時点の測定については，シフトフレームを用いて一
定時間ごとに音高判別を行い，音高が変化した点を発音時
点とみなす方法が主流である．しかし，音の持続時間が短
く，音の立ち上がりが鋭い三線音については処理時間のこ
とを考えると非常に無駄が多い．
そこで，本研究での発音時点測定法には時間波形上にお
ける閾値を用いた簡素な方法を用いて，発音時点測定を
行っている．

本稿では，自動採譜の前処理としての音高判別，発音時
点測定の検討および実際の採譜処理結果について述べる．
２．三線音の特徴

琉球音楽における調子とは，三線の絃音進行の運指によ
り分類されるもので，各絃のチューニング（調絃）により
決定される．

三線にはいくつかの調子があり，その中でも基本とされ

ている調子が「本調子」である[3],[101．本調子もいくつ

かの種類があり，琴と演奏する場合などによっても変化す
る．本論文で使用した基本となる本調子は，第一絃開放

をＱ（ド），第二絃開放をＦＭファ），第三絃開放をＣ３
(ド）に，それぞれ調絃する方法である．

さらに，その他の調子として，一場調，二場調，三下調，
一二場調があげられる．これらの調絃方法は，それぞれの
数字にあたる絃を一全音上げる（下げる）ことにより調絃
される．

三線で演奏できるもっとも低い音が第一絃の開放音で
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1０

場合，Ｑの音高となり，基本周波数は13081[Hz]となる．
る．

次に，最も高い音についてだが，物理的にはある程度
の高音領域まで出せるが，一般的な演奏においての最高
音は第三絃の下部を押して弾く「イ五」という音となり，

本調子の場合，Ｄ４の音高と対応しており，基本周波数は

（銀】一十劇茄鋲寒

なお，第二絃開放は「四」，第三絃開放は「工」と表記す

釦、印印扣如ｍｍ０扣釦釦訓印釦如釦

あり，三線独自の楽譜である工工四（クンクンシー）では
｢合」という符号で表記される．前述の本調子で調絃した

ｌｂｊｕＤＵ２DUO［

aHH(Dolnt/q41DU陸E1）

58733[Hz]であるまた三線演奏の際，工工四に用いられ
る「工」などの符号は三線の運指（勘所という）に直結し

Fig.２．ピアノ音（261.6[Hz]）の時間波形

ており，どの調でも変化しない音名（ＣＤ,Ｅなど）では

ＴＡＢＬＥ１

本調子の勘所と音名，周波数
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次に，解析対象とな
対象とメ

を行うｉ
に，また比較を行うた
ヴァイオリン音の時間ガ

な.お，これら三つの時、

ド)の波形である．

線音の時間波形の一例をＦｉｇｌ
同じ弦楽器であるピアノ音と

EそれぞれFig.２，Fig.３に示す．
'はすべて周波数2616[Hz](ｑ，

００Ｊ

Ｃワ

乙

ヨヨ毛

■１聖ロ
合

〈鏑型一十画）塑窯

合であり，特に断らない限りは今後も本調子であるものと
する。ＴＡＢＬＥｌに本調子の勘所と１２平均律での音名，周
波数を示す。

印犯如如旧０扣却

なく，調性によって変化する階名（ド，し，ミなど）に近
いものである「工」などの音が，どの音高に対応するかは
調絃により定まる．なお，下記の表記は，全て本調子の場

O5DOOOl0jOOOl5,OOO2qD灘鯉MMlRG瀞000`OJD00編,００ｺ50,000551000
Fig.３．ヴァイオリン音（2616[Hz]）の時間波形

上記の波形について時間比較を行うと，三線音とピアノ
音については音圧がピークに達してからの減衰が早く，音

の持続時間が短いという特徴がある[11],[12｝三線音はピ

アノ音よりもかなり早く減衰する特徴を持つ．また，ヴァ
イオリン音については，時間波形の形態からわかるよう
に持続時間は当然長くなる．また，時間波形から音高に関
する情報は得ることができないので，高速フーリエ変換
(FFT）により時間領域のデータを周波数領域に変換する．

変換したスペクトル図,Fig.4～Fig.６を観るとＪ基本周
波数である2616[Hz]の整数倍に周波数スペクトルが分布
している．また，三線音は，基本周波数スペクトルが他楽
器のスペクトルに比べて大変小さいという珍しい特徴があ
り，また倍音成分（基本周波数の整数倍スペクトル）が高

次まで豊かに出る[4],[51[9）
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Ｆｉｇ４、三線音(261.6[Hz]）の周波数スペクトル
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Fig.７を観ると，値の立ち上がりが早いところがある.

［患］》トヨ哩顧

これは，前後間の値の差が大きいほど立ち上がりが早くな
るためである．つまり，周波数スペクトルにおいて倍音成
分スペクトルの部分で立ち上がっている．そこで，この立
ち上がりの間隔を測定することにより音高を判別できる．

そこで]このスペクトル積算値を画像処理のエッジ抽出な

どでも用いられる一次差分フィルタを二回用いることによ
り二次微分処理を施し，立ち上がり間隔を正しく測定する

処理を行う．
Ｆｉｇ．５

３２二次微分処理

周波数ノ[Hz]の時のスペクトル積算値をＳ[ハとすると，
得られる一次微分値｡![/1は，

●●

２

ピアノ音（261.6[Hz]）の周波数スペクトル
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Fig.６．ヴァイオリン音（261.6[Hz]）の周波数スペクトル

となり，この処理を二回行うことにより二次微分値を得る

ことができる（Fig.8）．得られた二次微分スペクトルを式
(2)より閾値処理し，閾値以下のスペクトル振幅を除去し

た式(2)においてd2[/]は周波数/[Hz]における二次微

分値，メハは二次微分スペクトルの閾値を現す．

３三線音の音高判別処理

楽器に限らず，全ての音の音高は基本周波数によって決
まるため，周波数分布から音高を判別するためには基本周
波数スペクトルを調べればよい．しかし，先に述べたよう
に三線音は基本周波数成分がほかのスペクトルに比べて非

常に小さいため，基本周波数スペクトルから音高を判別す
ることは大変困難である．したがって，基本周波数成分以
外のスペクトル，つまり倍音成分スペクトル分布から音高
を判別する必要がある．倍音成分スペクトルは基本周波数
の整数倍の分布であるため，その間隔を正しく測定できれ
ば音高が判別できる．そこで，スペクトル積算値の二次微
分処理による音高判別方法を提案する．

(/2[/]＝

（

d2[/］
０

(j/ｄ２[/]＞th）
(ガノｄ２[/]＜tﾉリ

(2)

ここで，式(2)における閾値'1ハを決定するために，スペ

クトル分布を画像として処理した.これは，音高判別の際
に必要となるスペクトル本数だけを残すための閾値を容易
に決定する．つまり，

Ｌ得られた二次微分スペクトルの二値画像（白黒画像）

を作成した後，画像を半分のところで走査し，スペク
トル本数を数える．この時点で指定した本数Ａであ

３１スペクトル積算処理

れば処理を終了する．

まず，二次微分処理の前処理として周波数スペクトルを
積算処理し，さらに三線音の周波数スペクトルの振幅値

２．次に指定されたスペクトル本数Ａを得るため，上か

について100[Hz1～3000[Hzl間で積算処理を行う．例とし
て，Fig.４の周波数スペクトルに対して積算処理を行った
結果をFig.７に示す．

定したスペクトル本数が得られたところで処理を終

スペ外ル値五個
210
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Fig.７．三線音のスペクトル積算値

下にｌ/2汀('１＝2,3,4…）だけラスタ捜査を行い，指

了し，位置情報(tいを取得する（Fig.9)．
という処理を行い，これにより閾値が自動的に決定され，

高速処理を行うことができる．二次微分スペクトルを式

(2)により閾値処理した結果をFiglOに示すが，Ｆｉｇ４と

比較するとスペクトル数が減少しているのがわかる．その
ため，スペクトルの間隔測定が容易に行え，音高判別が高

速で処理できる．

閾値処理で得られたFig.１０のスペクトルにおいて，ス

ペクトル間隔が三線の最小音高（Ｃ音の130.81[Hz]）以下
の周波数は切捨て，それ以外の最小であるものを音高とし

て判別する．
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3．距離が最も近いものを音高として抽出する．
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描き，両隣のスペクトルとの距離を調べる（Fig.11)．
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２次に，測定した周波数のスペクトルを前述の図の上に

Fig.１２．発音時点測定
麺ｍｍ８⑪…1,,1,齢鍵１１，goo…2ﾕ002,ｍ……3,0ＤＤ

全体処理時間281[msec］

する．

勘所

音名

発音時点[point］

1３１

合

Cｈ

1737

260

工

Cｂ

14751

175

四

Fｈ

30980

Ｌまず，ＴＡＢＬＥ１を元に各音高（各周波数）に対応し
たスペクトル（振幅値一定）の図をあらかじめ用意

、、

と

､

、
■■■け中①■●
●■■●。●□Ⅱ●●■

Fig.９．二次微分スペクトルの閾値決定処理（ん＝５の場合）

測定周波数[Hz］

波数に近い音階を抽出する処理を行った．処理の手順を以
下に示す．

して処理を行った．結果の一例として，Fig.１２の連続音に

対して，音高判別と発音時点測定を行った結果を示す．

TABLE２音高判別及び発音時点測定結果例

先ほど述べた二次微分処理によりスペクトル間隔の測
定を行うと，実際の音階の周波数とは若干ずれた値が結果
として出る場合がある．これは量子化ノイズやデジタル誤
差などにより生じるものである．周波数を調べるのみであ
れば問題はないが，本研究では演奏曲の自動採譜を目的と
しているため，音階が決定しなければ譜面として成り立た
ない．そこで，ＴＡＢＬＥｌで示した表を元に，測定した周

音高判別を行い，実際に三線で演奏された曲について，発
音時点測定と音高判別を行った．画像処理による閾値決定
時の指定するスペクトル本数Ａは，実験的に求め，ｋ＝５と
３．３音階の抽出

5．処理結果

Ｆｉｇｌｕ二次微分スペクトルの閾値処理結果

06,00010.00･'5,00020,000鶴M1:鵠llliiiH1cｻﾞ,000…印…,00060,000

Ⅱ

へ
１１１

￣

は閾値以下になっている01[sec]後に測定するようにした．

|,|｣,[
ＩＤＩ

m｣||い，

、
１１１１１

２次穐分虹現艦呆

01[sec]以内で閾値以下になる．そこで，立ち上がりの時
点で閾値を超えた点を発音時点とし，それ以降の発音時点

| |’
|Ⅱ
１１＿

1.1

■■

４３２１０９８７６５４３２１０

に達してからの減衰が極めて早い特徴がある．したがっ
て，閾値を音圧ピーク値の８０％の値とすると，振幅値は

t〃

Fig.１１音高分布

Fig.８．二次微分スペクトル

／

２００４００６００８００１oOOO1D200MUOlc6001』8002』0002,2ｍ2,4002,6002,8,03,000

汁
微分処理『~１次微分簿２次億分

４．発音時点測定

自動採譜は，連続音のそるぞれの音について音高を判別
するため，各音の発音時点は正しく測定する必要がある．

三線音はFig.１でも示したように，アタック時のピーク

処理は，三線で使う領域（ｑ～、4の２６音）について

琉球大学工学部紀要第67号，2006年

ＴＡＢＬＥ２の結果を観ると，音高については合（９），

工（cも），四（Fb）と結果が表示され，全ての音高が正
しく判別することが出来た．また，発音時点については，

TABLE2の結果とＦｉｇｌ２における黒い九点の位置を比
べてもわかるように正しく判別できていることがわかる．
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