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概要：膜の振動によって発音する楽器である膜鳴楽器の中には人間の声によって膜を振動させ独特の響きを付けるも

のがあり，これらは膜鳴楽器の中でも歌奏太鼓に分類される．膜鳴楽器の音響特性の測定に関する研究は多くなされ

ているがそのほとんどにおいて打楽器が対象とされている．現在歌奏太鼓のモデリングは行われておらず電子楽器に

よる演奏の幅を広げるために歌奏太鼓のモデリングに向けて音響特性の測定や解析を行うことは重要である．本研究

では歌奏太鼓の電気的なモデリングに向けて，演奏音源の解析や膜の振動の解析を行った．歌奏太鼓の例として，安

価で手に入りやすく幅広い分野の音楽で親しまれているカズーを用いた．具体的な実験としては，演奏音の周波数解

析，筒の周波数応答の測定，膜の振動解析を行った．
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1. ま え が き

楽器の音響特性に関する研究は長年行われており，そ

れらは電子楽器やソフトシンセサイザの性能向上に大き

く寄与している．ザックス=ホルンボステル分類 [1]の一

分科で，膜の振動によって発音する楽器である膜鳴楽器

の中には人間の声によって膜を振動させ独特の響きを付

けるものがあり，これらは膜鳴楽器の中でも歌奏太鼓に

分類される．現在歌奏太鼓のモデリングは行われておら

ず電子楽器による演奏の幅を広げるために歌奏太鼓のモ

デリングに向けて音響特性の測定や解析を行うことは重

要である．

本研究では歌奏太鼓の電気的なモデリングに向けて，

演奏音源の解析や膜の振動の解析を行う．歌奏太鼓の例

として，安価で手に入りやすく幅広い分野の音楽で親し

まれているカズーを用いた．具体的な実験としては，演

奏音の周波数解析，筒の周波数応答の測定，膜の振動解

析を行った．

2. カ ズ ー

カズーとは膜鳴楽器の中でも歌奏太鼓に分類される笛

型の楽器である．トランペットやトロンボーンを模した

形のものも存在するが，真鍮やプラスチックの筒の一部

にポリプロピレンやワックスペーパーの膜が張ってあり，

膜の上には筒と同様の材質のカップがついている潜水艦

型と呼ばれる形が一般的である．図–1にカズーの写真と

模式図を示す．模式図の斜線部に膜が張ってある．筒の

一方を口にくわえて発声することで演奏し，声によって

膜が振動し独特の響きが付加される．発声した声の高さ

によって演奏音に高低を付けることができる [2]．

図–1: カズーの写真と模式図

3. 演奏音の測定

演奏音への膜による影響と筒による影響を主に周波

数解析によって調べるために演奏音の測定を行った．カ

ズーの演奏音とカズーへの入力音であるハミングの比較

を行った．測定条件を表–1に示す．

表–1: 測定条件

測定場所 早稲田大学西早稲田キャンパス
59 号館 04-15

マイク AUDIX TM1

オーディオインターフェイス MOTU UltraLite mk3 Hybrid

サンプリング周波数 [Hz] 48000

測定距離 [mm] 50

図–2に入力音であるハミングとカズーの演奏音のスペ

クトルを示す．低倍音に関しては大きな違いは見られず，

膜による影響は少ないといえる．高い倍音に関しては膜

によって付加されていることが確認できた．

4. 筒の音響特性の測定

カズーの筒の部分の音響特性を調べるために，正弦波

を用いた周波数応答測定を行い音響特性を測定した．実

験装置を図–3に示す．1000 Hz から 1000 Hz までの正

弦波を 20 Hz 刻みでスピーカから出力し，実験装置から
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図–2: 演奏音のスペクトル

表–2: 測定条件

測定場所 早稲田大学西早稲田キャンパス
無響室

騒音計 RION NL-32

スピーカ YAMAHA MSP7 STUDIO

（筐体とユニットのみ使用）
オーディオインターフェイス MOTU UltraLite mk3 Hybrid

サンプリング周波数 [Hz] 48000

測定距離 [mm] 10

図–3: 実験装置
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図–4: カズーの筒の周波数特性

の出力とカズーを装着した際のカズーの筒からの出力を

それぞれ測定した．測定条件を表–2に示す．

図–4に実験装置からの出力をもとにしたカズーの筒の

周波数特性を示す．380 Hz や 620 Hz などの周波数にお

いては 10 dB 以上音圧が小さくなる．

5. LDVを用いた膜の振動測定

膜の振動の周波数解析を行い，放射音との関係を明ら

かにすることを目的としてレーザードプラ振動計（Laser

Doppler vibrometer，LDV）を用いて実験をおこなった．

実験装置を図–5，実験条件を表–3に示す．

測定結果を図–6に示す．測定した音と膜の振動速度の

スペクトルのピークの位置が一致していることが確認で

図–5: 実験装置

表–3: 測定条件

測定場所 早稲田大学本庄キャンパス
音響光計測実験室

マイクロホン B&K TYPE-4939

レーザードプラ振動計（LDV） POLYTEC OFV-505

サンプリング周波数 [Hz] 50000

測定距離 [mm]（マイクロホン） 15

測定距離 [mm]（LDV） 115
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図–6: 放射音と膜の振動のスペクトル

き，膜の振動が高倍音を付加させていることが確かに見

て取れる．

　　

6. む す び

カズーは膜によって倍音が付加され，それによって独

特な響きになると確認した．また，周波数応答法によっ

て筒の周波数特性を明らかにした．

今後は入力音を制御した上で声による演奏と同様の音

を出力できる装置を用いて測定することで，条件を揃え

て測定を行い比較し対照実験を行うことが望まれる．ま

た，そのために膜の振動する条件を明らかにすることが

望まれる．
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