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概要：ピアノを演奏する人にとって，自身の演奏を客観的に評価することは難しい．これまでに多数のピアノ練習支

援システムが開発されているが，その多くが専門的な機器が必要であったり，リアルタイム出力のできないものであ

る．また，ピアノを演奏する際に頻繁に用いられる表現の中に「音の粒」という表現があるが，抽象的な表現であり

特徴に明確な定義はない．本研究では，音の粒をリアルタイムに可視化しピアノ練習の視覚的補助となるシステムの

開発を目的とし，リアルタイム性を重視したピアノ音の時間的特徴量の検出方法とその精度の検討，音の粒の特徴量

とその検出方法の提案とその妥当性の検討を行った．また，音の粒の特徴量を用いて実際に音の粒として可視化した．
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1. ま え が き

ピアノを演奏する人にとって，自身の演奏を客観的に

評価することは難しい．これまでに多数のピアノ練習支

援システムが開発されている [1]．しかし，その多くが専

門的な機器が必要であったり，リアルタイム出力のでき

ないものである．また，ピアノを演奏する際に頻繁に用

いられる表現の中に「音の粒」という表現があるが，抽

象的な表現であり特徴に明確な定義はない．本研究では，

音の粒をリアルタイムに可視化しピアノ練習の視覚的補

助となるシステムの開発を目的とし，リアルタイム性を

重視したピアノ音の時間的特徴量の検出方法の提案とそ

の精度の検討，音の粒の特徴量と検出方法の提案とその

妥当性の検討を行った．また，提案した音の粒の特徴量

を用いて実際に音の粒として可視化した．

2. 特徴量の提案と検出方法

2. 1 提案する特徴量

音の粒を揃えるという指示の意図を 6名のピアノ講師

経験者にインタビューしたところ

• 同じ音の大きさで弾くこと

• 同じ音の長さで弾くこと

• 同じ音の強さで弾くこと

• 一音一音の間隔が等しいこと

という回答が多く得られた．このことから音の粒の特徴

量は，一音毎の長さ，大きさ，間隔，ピークの強さであ

ると考えられる．そこで，本研究で用いる音の粒の特徴

量は，

• アタック時間長

• ピークの強さ

• 押鍵盤時間長

• 押鍵時間の大きさ

とした．また，この特徴量を求めるために，ピアノ音の

時間的特徴量は，打鍵時刻，ピーク時刻，離鍵時刻を音

データから検出する．

2. 2 ピアノ音の時間的特徴量特徴量の検出方法

Hilbert 変換と Hermite 補間 [2] により得た波形の包

絡から，ピアノ音の時間的特徴量を求める．打鍵時刻 ts

は，波形が急激に増加する時刻なので，包絡の傾きが正

の変曲点となる時刻とし，ピーク時刻 tp は，打鍵時刻か

らの包絡の極大値となる時刻とする．また，ピーク時刻

からの包絡の極小値となる時刻を離鍵時刻 toff とする．

1.9 1.95 2 2.05

0.05

0.1

0.15

時間 [s]

包
絡

打
鍵
時
刻

ピ
ー
ク
時
刻

離
鍵
時
刻

Hermite
Hilbert
Deticted Time

アタック時間長

押鍵時間長

図–1 包絡と特徴量

2. 3 音の粒の特徴量

• アタック時間長 Ta は，打鍵時刻とピーク時刻の

差分で求められるので，

Ta = tp − ts (1)

と表される．

• ピークの大きさ

ピークの大きさは波形の最大値であるので，ピーク時刻



での包絡の値をピークとする．

• 押鍵時間長

押鍵時間長 Tℓ は，打鍵時刻と離鍵時刻の差分で求めら

れるので

Tℓ = toff − ts (2)

と表される．

• 押鍵時間の大きさ

押鍵時間の大きさは，打鍵時刻 ts から離鍵時刻 toff ま

でのパワーとする．その区間内でのピアノ音の波形を y，

時間を tとおくと，押鍵盤時間の大きさ P は，

P =

∫ toff

ts

y(t)dt (3)

と表される．

3. ピアノ音の時間的特徴量検出の精度

提案した検出方法の精度を検討するために，あらかじ

め目視で定めた特徴量の検出結果を比較し正解率を求め

た．ここでは，90%以上の精度を目指す．解析する演奏

音として，録音した 436音のキーボード，グランドピア

ノ演奏音を使用した．グランドピアノの測定環境は，5

畳の洋間に防音室を取り付けたレッスンルームで，録音

機にはMR-1000で，サンプリング周波数 48 kHzで測定

した．

表–1 全 436 音の検出結果 (キーボード)

特徴量 正解 [音] 誤検出 [音] 検出欠落 [音] 正解率 [%]

打鍵時刻 421 22 15 91.51

ピーク時刻 421 0 15 96.56

離鍵時刻 394 28 43 83.72

表–2 全 436 音の検出結果 (グランドピアノ)

特徴量 正解 [音] 誤検出 [音] 検出欠落 [音] 正解率 [%]

打鍵時刻 434 13 2 96.56

ピーク時刻 436 15 0 96.56

離鍵時刻 407 39 29 84.40

表–1，表–2 から，打鍵時刻ピーク時刻検出の正解率が

90%を超え，この提案手法が有効であるといえる．対し

て離鍵時刻の正解率は劣った．離鍵時刻検出方法の改善

が必要であることがわかった．

4. 音の粒の特徴量の妥当性

提案した特徴量が，音の粒の特徴量として妥当である

かどうかを検討するために，経験者は初学者に比べ音の

粒が揃っているという仮定の下，経験者と初学者の演奏

音を解析し，一音毎の分散値から音の粒の特徴量の違い

の有無を比較した．表–3，表–4が示すように，ほとんど

の特徴量で，初学者よりも経験者の方が，一音一音が平

均に近い値となった．このことから，提案した特徴量は，

音の粒の特徴量として妥当であるといえる.

表–3 各特徴量の分散値 (キーボード)

特徴量　 　経験者　 　初学者

アタック時間長 1.48× 10−5 1.73× 10−5

ピークの強さ 0.012 0.019

押鍵時間長 2.34× 10−4 2.98× 10−4

押鍵時間の大きさ 103.10 46.09

表–4 各特徴量の分散値 (グランドピアノ)

特徴量　 　経験者　 　初学者

アタック時間長 1.12× 10−4 1.83× 10−4

ピークの強さ 5.58× 10−5 1.97× 10−4

押鍵時間長 2.36× 10−4 6.77× 10−4

押鍵時間の大きさ 4.76 46.09

5. 音の粒の表示システム

5. 1 パラメタの設定

提案する音の粒表示システムでは，演奏音の打鍵時刻，

ピーク時刻，離鍵時刻を推定し，アタック時間長，ピー

クの大きさ，押鍵時間長，押鍵時間の大きさ，および打

鍵間隔時間長を音の粒を図–2のように生成するパラメタ

として設定し表示させる．
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図–2 音の粒の表示例

5. 2 音の粒の表示

録音したピアノ音を，実際に音の粒としてMatlab上

で表示させた．その様子を図–3に示す．

図–3 スタッカートの音の粒の表示 (上:経験者 下:初学者)

6. む す び

ピアノ音の時間的特徴をピアノ音から検出する方法を

提案し，特徴量それぞれの精度を評価した．このことか

ら，打鍵時刻，ピーク時刻検出の有効性を確かめられた

のに対し，離鍵時刻の検出方法の精度の向上が課題であ

ることが分かった．また，ピアノ経験者と初学者の音の

粒の特徴量の違いを比較し，提案した特徴量が音の粒の

特徴量として妥当であることを確認した．今後，本シス

テムを用いた被験者実験をピアノ初学者に対して行い，

有効性を評価する所存である．
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