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概要：楽器製造やモデリングのために近年打楽器の音響特性についての研究がなされているが，その構造体の多さから

発音メカニズムについて解明することが難しく，特にスネアドラムという打楽器においては特有のメカニズムである

「膜と弦の衝突」という現象が存在し，スネアドラムの音響特性の解明のためには理解の必要がある現象である．本研

究では，膜と弦の衝突という運動について理解を深めるために膜と弦の振動を高速度カメラを用いて計測し，解析を

した．得られた結果から弦の挙動と膜の振動の仕方を紐付け，スネアドラム特有の音色とどのような関係性があるの

かを考察した．
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1. ま え が き

打楽器の音響特性に関する研究は，打楽器の楽器製造

やモデリングを行う上で非常に重要な研究とされている

が，打楽器は複数の構造体の振動によって発音するため

音響特性を明確化することが難しく，特にスネアドラム

は膜と弦の衝突という特有の発音メカニズムを含み，特

有の音色を出すことが知られている．スネアドラムに関

しては打面の膜の振動解析やモデリングが行われている

が [1, 2]，裏側の膜と弦の衝突に着目した例は少なく，現

象自体も詳しく解明されていない．本研究では，膜と弦

が衝突した際の膜と弦の振動を解析し，理解することを

目的とする．振動計測の手法として，スネアドラムにお

ける短時間の振動且つ膜全体という広い範囲を計測しな

ければならない条件を考慮し，高速度カメラを用いた縞

投影法による振動計測の手法を採用した．膜全体の振動

を 1回の計測のみで計測可能であることが大きな利点と

なる [3, 4]．

2. 実 験

膜の振動を可視化するために縞を膜の表面に投影し，

振動によって歪んだ縞を高速度カメラで計測した．弦は

1本のみ張り，カメラ，プロジェクタ，スネアドラムの位

置を図–1 のように設定して計測を行った．表–1 に実験

条件を，表–2に使用機材を示す．高速度カメラ 1で膜の

振動を撮影し，高速度カメラ 2 で弦の振動を撮影した．

スネアドラムの打面を叩くと同時にマイクロホンと高速

度カメラによる測定を同時に開始するためにマイクロホ

ンと高速度カメラを同期させ，マイクロホン信号をトリ

ガーとしてカメラの撮影を開始した．取得した縞の画像

を解析し，膜の振動変位を可視化した．実験は弦を張っ

た状態と張っていない状態の 2回に分けて行い，膜と弦

の衝突における振動を計測した．

図–1 実験のセッティング

表–1 実験条件

L0 1420 mm

d 1100 mm

f0 0.23 line/mm

撮影フレームレート 20 kfps

イメージサイズ 420× 470 pixel

表–2 使用機材

使用機材 名称

高速度カメラ 1,2 MEMRECAM HX-3

(nac IMAGE TECHNOLOGY)

プロジェクタ EB-X6 (EPSON)

レンズ VR kit 18-55mm (NIKON)

3. 結 果

図–2 に音の波形，膜と弦の中心部分の振動時間推移

を，図–3に音のパワースペクトルを示す．スネアドラム

の基本周波数は 147 Hzであった．弦を張っている状態

では張っていない状態に比べ 1000 Hz以上の成分が大き

くなっている．

図–4に膜と弦の全体の振動時間推移を示す．画像は弦

を張った状態の裏側の膜を表し，図–2 の番号の時間と



図–4の番号の時間は対応している．変位は鉛直上向きを

正とし，-0.8 mmから 0.6 mmの範囲をとる．膜全体で

は中心部分の変位が最も大きく，円錐状に振動している

ことがわかる．

①②③
④
⑤
⑥⑦
⑧

図–2 上：マイクロホンで録音した音の波形　中：膜の中心部

分の振動の時間推移　下：弦の中心部分の振動の時間推移
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図–3 マイクロホンで録音した音のパワースペクトル

4. 考 察

最初， 2⃝で膜と弦が下向きに運動し始め， 4⃝で膜の変
位の向きが変化し，この瞬間に弦と膜が離れることがわ

かる．その後，弦は上向きへ運動し， 5⃝から弦の運動の
方向が変わる．図–4より，この瞬間に縦線の波が膜上に

て横向きに発生する．この波は弦が膜に衝突して発生し

た膜上の振動であり，この瞬間に膜と弦は衝突をしてい

ることがわかる． 5⃝の時点で膜と弦が衝突をし，その際
に生じた弦に平行な振動が 5⃝～ 8⃝にかけて横向きに動い
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図–4 膜と弦の全体の振動の時間推移

ている．

図–2 の音の波形の図で，弦を張っている状態ではこ

れと同じタイミングから音の波形が複雑になっている．

よって膜と弦の衝突と，そこから生じた振動が音の波形

に変化を及ぼし，図–3 で見られる 1000 Hz 以降の周波

数成分の違いに関係すると考えられる．

5. む す び

周期的な縞を膜の表面に投影し，高速度カメラで撮影

した振動によって歪められた縞のパターンの映像から膜

の振動と弦の振動の可視化をすることによって膜と弦の

振動の関係性を明らかにした．膜と弦の衝突があること

により膜の振動の仕方に違いが生じ，スネアドラム特有

の発音メカニズムや音の特徴の変化にもつながることを

確認した．

今後は弦全体の挙動や，1本だけでなく実際の演奏時

の条件と同様に複数本張った場合における弦の振動を解

析するなど弦の挙動について具体的に着目し，膜全体へ

の作用を明らかにすると同時に，スネアドラムの音色と

どのように関係しているのかを解析を通して更に明らか

にする．
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