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１ 序論 

１－１ 研究の背景と本稿のアウトライン 

 本研究は、「楽器・音響機器向けの ARMA ディジタルフィルタの設計法」を提案するもの

である。具体的には楽音合成機器に必要な信号処理機能として、固定フォルマントの周波数

スペクトルの実現法である、ディジタルフィルタの係数設計問題を扱う。その目的は、「楽

器・音響機器向けの、任意振幅周波数応答を持つ ARMA ディジタルフィルタ設計の一連の手

続きを与える」ことである。 

鍵盤のついた楽音合成器・楽器の歴史の中で、その始祖として、紀元前に始まり現代に

至る、パイプオルガンのことは落とすわけにはいかない。一方電気化された鍵盤楽器は19

世紀末に開発され、その後、電気的な発音原理は電子的なものに置き換えられたり、ソフ

トウェアになったりと、様々な発展を遂げている。そうした楽器や楽音合成全てを一つ一

つを扱うには紙面にも限りがあるため、説明も中途半端なものとなってしまう。 

 そこで、本論文の序論では、楽音合成器の三つの歴史的流れ、①パイプオルガンとその

模倣の電子楽器、②アナログシンセシザー、③コンピュータミュージック～ソフトウェア

手法による楽音合成器、に大きく分けて論じる。 

①は、ヤマハで言えばエレクトーン™に連なる系譜である。パイプオルガンは、教会や

ホールに設置される本物のオルガンとして、電気化されながら生き残り、多くの小さな教

会に手軽に設置できるオルガンとして、あるいは家庭で演奏を楽しむための楽器として、

電子化されたオルガンが多数開発されて来た。この流れはハモンドオルガンという、パイ

プオルガンの模倣から逸脱して、独自の価値観を持つ電子楽器を生み出すこととなった。 

 ②は、その時代の最新のアナログ電子回路技術を用い、現実のハードウェアの楽器商品

を目指して発展して行った。シンセサイザとオルガンの違いは微妙であるが、そもそもシ

ンセサイザはパイプオルガンの模倣を目指してはいない。全ての自然楽器の音の合成と、

電子回路ならではの音による楽音合成器を目指していた。時代の流れの中、後にはディジ

タルのハードウェアが、アナログ回路を置き換えることとなる。この流れは、最初から工

業化とビジネスが目的だったと言える。 

 ③は、初めからディジタル信号処理を用いることが前提で始まった研究の流れである。

ソフトウェアによる記述で、ビジネスではなく、新しい音楽を目指して、研究者達が始め

た楽音合成器の流れだったと考える。 

 それぞれ異なる出自の三つの楽音合成のカテゴリーは、離合集散をしつつ、やがて８０

年代に、いったんディジタルの楽音合成器として一つの流れとなる。そしてその中で大き

な楽器ビジネスを展開して来たのがヤマハだった。電子楽器への新しい技術投資が、新し

い技術の一般化、普遍化、量産効果によるコストダウンを実現した。やがてそれらの技術

は、楽器以外の分野にも使われるようになり、そこでも大きなビジネスを生み出すことに

なる。それがディジタルの電子音響機器群である。 

 さて本論文では、この後、電子楽器の楽音合成器システムの全体構成と、その中でのデ

ィジタルフィルタの位置づけについて述べることで、ARMAディジタルフィルタの任意周波
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数応答の近似手法についての導入とする。 

 その後は、本研究の目的である、ARMAディジタルフィルタの近似を使った楽音合成モデ

ルについて述べ、よいよ、楽器・音響向けのARMAディジタルフィルタ設計法の研究に入っ

て行く。任意振幅周波数応答を持つ、極零のディジタルフィルタの近似は、特に1980年前

後に集中して研究されていたが、信号処理技術一般の中では比較的ニーズが少なかったの

だろう。周波数選択型に比べるとその研究は圧倒的に少ない。今でも信号処理の教科書に

載っていることは多くない。しかし、電子楽器・電子音響機器においては、このような技

術は時に不可欠である。 

そうした、任意振幅周波数応答を持つ、極零のディジタルフィルタの近似手法の研究の

中から、フィルタの次数に対して近似性能が良い、統計的設計法とカテゴライズされる一

群の手法の中の、２種類の設計法について詳細に述べ、その２種類を比較する。そのうち

の一つは筆者の提案手法である。これら二つの設計法は、適材適所で使うのがいいと結論

できる。そして、周波数変換法によって、これら二つの設計法による、ARMAディジタルフ

ィルタの対数周波数尺度の振幅特性の近似性能を上げる手法について述べる。その後、電

子楽器・電子音響機器での応用例数例について述べる。 

 最後はまとめの章とする。 
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１－２ 電子楽器・楽音合成の歴史 

 本節では楽音合成器の三つの流れ、①パイプオルガンとその模倣の電子楽器、②アナロ

グシンセシザー、③コンピュータミュージック～ソフトウェア手法による楽音合成器、に

ついて述べる。 

 これらそれぞれは最初は独立に始まった流れであったが、1980年代に必然として一つの

流れに収束する。その後にはまた色々な流れに分離していき、現在に至る。 

 

 

１－２－１ パイプオルガンから電子オルガンへ 

オルガンの起源は古い。紀元前からオルガンの原型にあたる楽器があったことが分かっ

ている。元はパンの笛などと呼ばれる素朴な笛を束ねた楽器である。紀元前264年にはエ

ジプトのアレキサンドリアで、水力によって空気を送り込み、手で弁を開閉させることで

音を出すオルガンの最初のオルガンと言える楽器を製作したとされる。 

 オルガンの発音体は管であるが、発音原理としてフルートのように特段発音体はなく、

歌口から空気を吹き込むと音が鳴る「フルー管」と、クラリネットのようにリードが付い

た「リード管」の２種がある。 

 管への送風の動力は人力から水力を経て、19世紀には蒸気機関も用いられた。管の素材

は木材、金属では鉛、錫などの合金が主に用いられてきた。管の端部が閉じられている

か、開放されているかで倍音の分布が大きく異なる。太さやリードとの組み合わせで音色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1-2-1 Pipe organ (from PIXABAY ) 
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は大きく変わる。 

 紀元前１世紀にはふいごによるオルガンが発明され、１３世紀頃には教会の楽器として

確立された。そして１７～１８世紀のバロック時代にはオルガンの全盛期を迎え、段々と

オルガンソロのための交響曲なども作曲されるようになる。 

パイプオルガンは、基本的には鍵盤で演奏される管楽器であると思えば正しい。多数の

パイプが発音体として使われる。１本のパイプが１つの音程を分担し、少なくとも鍵盤の

数に対応するパイプを備える。音色はストップと呼ばれ、それはある音色を持つ複数の音

程を鳴らすための多数の管から構成され、ストップを重ねることで音の強弱などの音楽表

現をすることができる。 

 パイプオルガンは現在でこそコンサートホールに設置されているものも多いが、本来は

教会の設置が非常に多く、キリスト教と密接に結びついて発展してきた楽器である。小さ

い可搬型のものから、建物に組み付ける形で設置されているものまで、様々な規模のオル

ガンがある。教会に設置されていればチャーチオルガンだし、同じくコンサートホールの

ものはコンサートオルガンなどと呼ばれる。 

 オルガンで重要な音高の示し方として、パイプ列の音高はフィートという標記で示され

る。すなわち標準の音高のパイプ列は8'(8フィート)と表現され、これは鍵盤の最低音で

あるC音のパイプの長さが8フィートであることから来ている。それよりも1オクターヴ高

いパイプ列は4’、1オクターブ低い音高のパイプ列は16'と呼ばれる。このフィートによ

る音高の表現は、近代の電子オルガンにまで引き継がれている。 

パイプオルガンは一般的には非常に高価であるが、現在でも製作、販売されている。日

本にも沢山のパイプオルガンがあり、一番有名なのはNHK渋谷ホールに設置されたもので

はないか考える。 

 パイプオルガンの発音体である管をそのままに、人などが動かしていたふいごや弁を電

気化しただけのものは電気オルガンといえる。リードオルガンという楽器もあるが、これ

もふいごを動かしリードを鳴らず鍵盤楽器で、ふいごの動力が電気化されると電気オルガ

ンと呼ばれる。 

 それに対して電子オルガンとは電子回路で発生された電気信号を楽音として、スピーカ

で可聴音響に変換するものを指す。２０世紀に入って電子オルガンが発明されると広く普

及・浸透した。回路の設計によりさまざまな音色を発生させることが可能で、可搬性があ

り、果てはオーケストラの楽器音を全て鳴らせるようなものになっていった。 

２０世紀初頭の最初の電子オルガン群の中で頭抜けて有名なのが、ローレンスハモンド

により1934年に発明されたハモンドオルガンである。ハモンドオルガンでは楽音の発生

は、一定のスピードで回転する歯車に電磁ピックアップ（永久磁石にコイルを巻いたも

の）を近づけることで行っていた。これをトーンホイールと言った。当初は家庭でも弾け

るパイプオルガンの代替え品、もしくは可搬型のパイプオルガンとして開発された。 

発表当初は「オルガン」としては認められなかったが、シカゴ大学のホールにてブライ

ンド試聴でパイプオルガンと比較試聴することで、「オルガン」として認められるように

なった。そして、徐々にパイプオルガンとは異なるハモンドオルガンの個性的な音は、ジ

ャズやブルースなどで使われる定番楽器としての地位を固めていった。発音機構としては  
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Fig.1-2-2 Tone Wheel (from Wikipedia ) 

 

 
Fig.1-2-3 Hammond Organ B-3 (from brochure of Hammond 1946) 
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沢山の音程と、パイプオルガンのフィート列に相当する音高の高低を実現するため、

Fig.1-2-2に示す91組のトーンホイール（歯車の組合わせ）がシンクロナスモーターによ

って回される。ハモンドオルガンには16’, 8’, 4’, 2’, 1’フィートの５オクターブ

ものフィート列がある。それとともに奇数倍音を担う5-1/3’, 2-2/3’,1-3/5’, 1-

1/3’フィートのフィート列がある。これにより豊かな倍音を得ることができる。パイプ

オルガンのストップと同じように、入れたり切ったりできるだけでなく、混ぜ具合（各フ

ィーとのレベル）を調整することができる。このための操作子はドローバーと呼ばれる。 

 ハモンドオルガンの再生システムでは、後の電子オルガンに引き継がれるような幾つか

の重要な実験と、その技術の実用化が行われた。 

 一番有名なのはレスリー社により提供されたレスリースピーカという再生システムであ

る。アンプとスピーカとが内蔵された木箱の中には、ツイータ（高音スピーカ）に付ける

ホーンと、ウーハー（低音スピーカ）の前に付ける反射板が実装され、それをモーターで

回転させることにより、電子オルガンの音に独特の音の揺らぎを付加することができた。

今日では、ハモンドオルガンを演奏する時に、この専用再生システムを使用しないパフォ

ーマンスを見る方が難しい。また、後に様々に応用されることになる、電気による残響デ

バイスのスプリングリバーブもハモンド社によって実用化され、最初にハモンドオルガン

に導入された。 

 これら二つの音響再生技術は、ハモンドオルガンの音に独特のコーラス感と拡がりを与

えることができる。 

教会用オルガンで始まったハモンドオルガンは、今ではハモンドオルガンはロック、ジ

ャズなどのコンテンポラリーポップミュージックの定番楽器である。現在、ローレンスハ

モンドが始めた北米のハモンド社は終焉し、日本の鈴木楽器社がそのブランドを使ってビ

ジネスを継続している。ハモンドオルガンの音源部は電気オルガンともメカニカルオルガ

ンともいえるトーンホイール方式なのだが、この音源方式は現在ではコスト高となってし

まう。そのため、現在のハモンドオルガンは、オリジナルのハモンドオルガンの音の持つ

音楽性を模倣する、電子音源方式のオルガンとなっている。 

 ハモンド社はトーンホイール方式の「ハモンドオルガン」を開発販売する傍ら、パイプ

オルガンの模倣ではない電子オルガン「ノバコード」の開発販売も始めた。こちらは発音

源として真空管の発振回路を備えており、原発振と分周回路から平均律の発生とそのオク

ターブ関係のピッチの波形発生を行うものであった。パルス様の源波形が得られるので、

この倍音豊かな波形にフィルタを掛けて様々な倍音分布を生み出す（このやり方は「減算

合成」と呼ばれる）ことが可能だった。これは、ノバコードに始まる電子オルガンのメイ

ンストリームが標榜するのが、パイプオルガン音の模倣ではなく、様々なオーケストラ楽

器の模倣だったからである。自然楽器の楽音は、基音に対する倍音を豊かに持ち、その強

度分布が楽器それぞれに固有であるから、それを効率よく模倣する方法として、当時は

（そして今でもある程度）減算方式（フィルターによる音色形成）が有効だったのだ。 

 この、ノバコードに始まるオーケストラ模倣の電子オルガンは、最終的にはハモンドオ

ルガン（トーンホイール方式によるオルガン）とは別のジャンルとして分離・発展してい

った。主なメーカには「アレン」、「ボールドウィン」、「エスティ」などがある。ま
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た、パイプオルガンの模倣としての電子オルガンの系譜もずっとあり、「バイカウン

ト」、「アルボーン」などがある。 

 1950年代後半になると、この流れの電子オルガンにトランジスターが採用されるように

なる。この時期、コンパクトで信頼性の高いトランジスター使用の電子オルガンで業界に

切り込んだのが「日本楽器」（社名変更後はヤマハ。今後はヤマハで名称を統一する）で

あり、商品名で言うとエレクトーン™であった。他の国産各社、「日本ビクター」（ビク

トロン）、「松下」＝今のパナソニック（テクニトーン）、「カワイ」（ドリマトー

ン）、「テスコ」（テスコード）、「エース電子」＝今のローランド（エーストーン）な

ども相前後して参入した。オーケストラ模倣方式の電子オルガンを大きく推進したのがこ

れらの高度成長期の国産各社であった。さらに各社が作った音楽教室システムで音楽啓蒙

とビジネスが推進された。これは今で言えばビジネスモデルであり、需要創造によるビジ

ネス創出であった。[1] 

初期の電子オルガンの音源方式は「源発振＋分周＋減算」方式による音色形成が基本だ

った。典型例としてエレクトーンの例でFig1-2-5に示す。当時、カワイ、松下などの電子

オルガンも、ほぼ同様の音源原理を持っていた。 

源発振は電子オルガンの音で基本ピッチ周波数が一番高い周波数群で、楽器では１オク

ターブの平均律の音階の音（ドレミファソラシド）１２音全てで必要である。それら１２

音分の一番高い周波数の音を１オクターブ下に展開するために1/2分周器を用いる。それ

を繰り返すことでどんどん下のオクターブに展開して行く。このようにして、一台の電子

楽器の中で必要な全ての音階の矩形波が揃う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1-2-5 Tone Generator of Electone in early days 
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 矩形波は、フーリエ変換の基本的性質で学ぶが、基音、３倍音、５倍音、、、というよ

うに奇数倍音のみを含む波形である。低次倍音に偏るが、全波には倍音成分のエネルギー

が豊富である。楽音の倍音の分布は、楽器により様々である。バイオリン属では、基本的

に全ての整数次倍音が発生される。クラリネットでは、奇数次倍音が優勢である。オーボ

エではその管形状で決まる倍音の整数倍の倍音が顕著に減退している。また周波数帯域と

いう観点でも、それぞれ楽器によって強いエネルギーを持つ周波数域、弱い周波数域は固

有である。 

 分周で発振される矩形波では、偶数次倍音は出ない。しかし、ある音程の波形にとって

は、その１オクターブ上のピッチの波形は２倍音である。基本ピッチの矩形波に２倍音、

４倍音程の矩形波をミックスすれば、全ての整数次数の倍音が得られる。 

このように、色々な楽器の倍音構造、周波数構造を実現するためには、鍵盤の押鍵情報

による開閉を行い、様々なピッチの矩形波を別のピッチの基音に対する倍音としてミック

スする、サミングネットワークと、ピッチには関係ない、固定の振幅周波数構造を持たせ

るためのフィルタがあれば、色々な楽器音再現のための倍音構造と、周波数特性を、電子

音に持たせることができる。そして、この固定の周波数構造を持たせるためのフィルタ

を、ディジタルの時代に実現する手法が、この論文のテーマである。 

 ヤマハの場合、この後、1970年頃には、アナログ波形メモリー方式（PASS=Pulse 

Analog Synthesis System）という技術名称で、LSIを活用することにより、任意の周期波

形をアナログ回路で発生できるようになった。そして後の章で説明する、アナログシンセ

サイザがエレクトーンのシステムに導入される至り、電子オルガン（エレクトーン）とシ

ンセサイザの発音方式には、本質的な差がなくなる。次項ではそのアナログシンセサイザ

について説明する。 

 

 

１－２－２ アナログシンセサイザ 

 アナログ回路による楽音合成器＝アナログシンセサイザの歴史も、時代時代の最先端の

電子技術を活用しながら、同じような発明が別のところでされながら、進んで来た。これ

は電子オルガンの歴史とよく似ている。したがって、どこからをシンセサイザと呼ぶかと

言う議論もあるが、ここでは最初の頃のシンセサイザの中で、1910年代にロシアで発明さ

れたテルミンを、最古の先祖として挙げたい。 

 テルミンはFig.1-2-6の写真のように、木箱の上と側面に、計２本の金属棒が飛び出

た、シンプルだが不思議な形をしている。空間に浮く奏者の両手と、それら２本の金属棒

との距離で、それぞれ音高と音量を決めることができる。箱の中にある真空管で出来た高

周波発振回路を、人体の浮遊容量で制御し、最終的に可聴周波数の楽音の音高と音量を制

御する。音高、音量の連続制御が可能な点と、一つのマンマシンインターフェースに対し

て一つの音が鳴ることから、シンセサイザの基本要件・特徴を持っている。離散的ピッチ

を持ち、基本的には鍵盤インターフェースの鍵盤数に等しい発音数、と言うオルガンのス

キームとは大きく違う。 

テルミンの演奏では、正確に平均律ピッチの音を鳴らすだけでも、大変な修練が必要で 
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Fig.1-2-6 Theremin and it’s developer, Leon Thelemin 

(referenced from Griffiths, Paul (1978). A Concise History of Modern Music ) 

 

 

ある。これは、ヴァイオリン属の楽器演奏において、音程をきちっと表現をする技術を体

得するのが大変なのと、基本的に同じである。したがって技量の差は演奏表現力の差とな

る。この演奏技術と音楽性の一見矛盾する構図は、表現力の高い楽器に必ずついて回る問

題である。 

テルミンは現在でも幾つかのメーカが生産しており、人気も高い。 

 一方、似たような電子楽器は、歴史上何回も提案、開発されて来た。フランスで1928年

に開発されたオンドマルトノも、そうであった。これも現在でも製作が続けられており、

幾つかの音楽大学で演奏法を習うことができる。 

1929年ドイツで発明されたトラニウムは、リボンコントローラや鍵盤からオッシレー

タ、フィルタと言った基本モジュールを制御することで、ビブラート（ピッチの揺らぎを

与える）やポルタメント（音程変化が滑らかにつながる）をしながら、単音を鳴らすこと

ができた。この辺りで、現在のアナログシンセサイザの概念、すなわち音高、音色、音量

を制御する多数のモジュールの接続、と言う考え方が確立されたと言える。 

1956年頃に北米のRCA社プリンストン研究所のハリー・オルソンとハーバード・ベラー 
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Fig.1-2-7 RCA Mark II Sound Synthesizer (from Wikipedia ) 

 

 

によって開発されたRCA MarkIIサウンドシンセサイザは、真空管の発振器と音色制御装置

が、パンチ制御のコンピュータから制御されて発音した。原理はトラニウムなどと同じ

で、基本的なシンセサイザの構成要件を満たすとともに、初めてシンセサイザ

（Synthesizer）と言う語を用いた楽音合成器であった。そのため一般的には同機が始め

てのアナログシンセサイザと言われることが多いようだ。 

1960年代には、アナログシンセサイザの各モジュールに関する研究の発表などが盛んに

なされ、時代の流れとして、当時急速に実用化されつつあったトランジスターが回路部品

として使用されるようになっていった。 

 ロバート・モーグは、「モーグシンセサイザの発明者」といわれることが多いが、正確

には先に書いたような事情により、「モーグシンセサイザの開発者」と言うのが正しい表

現である。ただ、最初のコンシューマ商品としてのシンセサイザを、1965年に開発したの

はモーグである。モーグは、シンセサイザの商品化により、後々シンセサイザの商品化と

生産・販売がビジネスになることを示した。他の色々な歴史上のアナログ回路機材と同じ

く、「モーグ」社のアナログシンセサイザも、それより前の様々なアナログシンセサイザ

の基本原理や回路デザインを元に、独自のアイデアを加えることで開発された。彼のオリ

ジナリティーと偉大さは、特定の回路設計、独特の音のするヴォルテージコントロールド

フィルタや、製品仕様のまとめのセンスであったと考えられる。 

さて、RCA MarkIIサウンドシンセサイザにより始められ、モーグにより確立された（アナ

ログ）シンセサイザの原理をFig.1-2-9に示そう。VCO,VCF,VCA,LFO,EGの基本モジュール

が示されている。それぞれのモジュールの名称は以下の語の短縮形である。 
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Fig.1-2-8  MOOG synthesizers and Robert Moog, Moog III behind 

and Mini Moog in front right 

(from brochure of “Moog synthesizers” 1974) 

 

 

 Voltage Controlled Oscillator 

 Voltage Controlled Filter 

 Voltage Controlled Amplifier 

 Low Frequency Oscillator 

 Enevelope Generator 

 

この図のモジュールの結線は、代表的な例に過ぎない。実際のMoog IIIなどでのモジュラ

ーシステムでは、どのモジュールも幾つでもラックに入る限りインストールでき、様々に

配線（パッチング）により接続したり、拡張可能であった。実際のMoog IIIには、Fig.1-

2-9のモジュールだけでなく、オーディオ信号や制御信号をミックスするモジュールや、

ピッチ周波数の時間補間の仕方を設定可能なモジュールなど、様々な機能を持つモジュー

ルがある。配線を流れる信号にはオーディオ信号と制御信号があり、前者はAC、後者はDC 
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Fig.1-2-9 Basic schematic of the Analog Synthesizer 

 

 

的な信号である。例えば、EGによりピッチ信号を変動させると、音の冒頭部（アタックと

呼ばれる）でピッチが変動する音が合成できるが、Fig.1-2-9にはそのようなモジュール

も結線もない。Fig.1-2-9では、周期的な変動を作るLFOは一個しかなく、この一個でピッ

チ、フィルタ周波数、アンプリチュードを制御している。これでは、周期信号による変調

としては単純すぎて足りないことも多い。例えば、このLFOを、ピッチ、フィルタ周波

数、アンプリチュードといった音色要素を個別に制御できるよう個別に持たせたとする。

するとピッチ周波数の変調は早いLFOから行い、フィルタ周波数の変調では、ゆっくりし

た変動を与える、などの複雑な音色制御ができる。 

Moog IIIは自由に拡張でき、自在なパッチング（結線）が可能なシステムでは、非常に

複雑な楽音合成が可能だった。一般に販売したモデルであったが、基本構成はあっても個

別のモジュールの数や並びは、オーダー可能な自由度があった。その代わりシステムは大

型で、非常に高価（基本システム価格が１千万円程度の価格であった）であった。 

当然の結果として、次なるモーグ社のターゲットは、一般のミュージシャンが購入可能

なアナログシンセサイザであった。 

 1972年に発売された、Fig.1-2-8のモーグの右手前にあるMini Moogが、その開発の結論

である。Mini Moogは一般ミュージシャンでも購入可能な、手頃な価格のミュージックシ

ンセサイザとして開発された。Fig.1-2-9のような基本ブロック図、それも最小公倍数的

なミニマムなハードウェア構成で、ほとんどの楽音合成需要を満たすような基音構成を練

りこんでいった。多数ミュージシャンへのリサーチにより、その構成を絞り込んだのだ。

こうして発売されたMini Moogはベストセラーとなり、当時のシンセサイザとしては画期

的な3,499ドルと言う価格を実現し、1万2千台という売り上げを達成した。 

 Mini Moogの商業的成功は、多数のフォロワーとしての電子楽器メーカを生み出した。

これによりシンセサイザ産業が始まったと言っていい。「ARP」、「オーベルハイム」、

「シーケンシャルサーキット」など、主に北米のメーカがまず輩出し、それぞれに個性あ



13 

 

るシンセサイザを開発・販売しだした。電子楽器が産業として成り立つと、それをサポー

トする２次産業も起きる。専用のMSI（中規模スケール集積回路）の開発と生産も始まっ

た。多くのメーカがこれらのMSIを共有してシンセサイザを開発したので、電子楽器用チ

ップ専業半導体メーカも存在し得たのだ。 

 この時期のシンセサイザの技術的なトライアルは、もっぱらポリフォニック化に向けら

れていた。シンセサイザ用のMSIは年々高集積化して、より少ない電子回路規模で、一音

分のハードウェアが実装できるようになる。すると、それを複数セット実装して、一つの

鍵盤で一音が鳴るという、それまでのシンセサイザ制約から離れて、一つの鍵盤から複数

の音が出るシンセサイザに発展するのは必然であった。このためには、鍵盤と音源の間に

ソフトウェアが介在する必要がある。なんらかの「アルゴリズム」で、鍵盤を複数押した

時、複数あるシンセサイザ単位に発音を割り当てる必要性があるからである。この頃、

8bitのCPUやメモリが普及し始めていたので、当然こうした部分にも使われるようになっ

ていった。 

 

 

 

Fig.1-2-10  YAMAHA Synthesizer/Electone GX-1 (1975) （ヤマハ提供） 
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 そして、この前後で日本の一群の楽器メーカがシンセサイザ市場に参入し出す。「エー

ストーン」（後のローランド）、「京王技研」（後のコルグ）、「ヤマハ」である。それ

ぞれにローランドSH-3、コルグ Mini KORG 700、ヤマハSY-1などのシンセサイザを開発

し、市場投入して行った。当初は北米のメーカが優勢だったが、徐々に日本メーカの独壇

場になって行く。なぜならば、日本の電子産業のバックアップをある意味受けていたこと

と、日本固有の音楽教育システム市場という、大きな追い風を受けていたからである。

[1] 

 中でもヤマハは、教育産業的な色彩が一番濃かった。学校教育ビジネスでハーモニカや

ギター、リコーダを売りつつ、前節で述べたように、自社で構築した音楽教育システムに

より、ピアノ、エレクトーンビジネスを確立していった。ヤマハの場合、エレクトーン

（電子オルガン）のために、オーケストラの楽器音の全てを電子的に再現し、さらなる表

現力の獲得を可能とする電子音源として、アナログシンセサイザをエレクトーンの音源部

にも導入した。その究極の実現は、1975年発売のGX-1であった。 

さて、この項の最後に技術やビジネス面だけでなく、アナログシンセサイザを使った音

楽の状況を少し説明しておく。 

モーグがMoog IIIを出してほどなくの1970年、シンセサイザミュージックが世界を席巻

した。ウォルターカルロスの”Switched On Bach”と呼ばれるアルバム（当時はアナログレ

コード）である。バッハの一連の対位法によるシンプルなクラシック曲を、原曲ではクラ

ビコードなどで弾かれている旋律なのだが、そのままシンセサイザに置き換えて、演奏し 

 

 

 
Fig.1-2-11 富田勲「月の光：ドビュッシー」（1974年9月、LP、RCA） 
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たものである。当時はその斬新な音が、音楽リスナーの耳を引いた。 

1974年には我が日本の誇る作曲家、富田勲氏の「月の光：ドビュッシー」が発表され

た。この時点でミュージックシンセサイザは、２０世紀に発明された楽器の最高峰とし

て、世界中に認識されたと考える。そこでは、アコースティック楽器では決っしてなしえ

ない、新しい音楽表現がある。今聴いても、斬新な芸術性を感じることができよう。 

日本が、シンセサイザの開発、ビジネス推進だけでなく、シンセサイザ音楽の普及に大

きく貢献したことを示す、もう一つの偉大な例がYellow Magic Orchestraである。全ての

パートがシンセサイザで発音された、新たなポピュラー音楽の可能性が提示されている。 

こうした音楽で、シンセサイザは完全に楽器としての市民権を得た。上記の３つの例で

は、ことさらにシンセサイザをほとんどのパートで用いているが、この時期、こうした

「シンセサイザ音楽」とは別に、普通のロックやジャズのようなポピュラー音楽の中で、

シンセサイザを用いた沢山の音楽が発表されていった。ここに至って、「シンセサイザ＝

特殊な音」ではない、もっとさりげなく、「普通の楽器の一つ」として、その音が音楽の

中に組み込まれるようになっていった。 

そして、今やシンセサイザは、ギターやドラムのように、単に普通の楽器の一つとなっ

たのは、ご存じの通りである。最近では、アナログシンセサイザは、アナログ回路によら

ず、DSPやOS上で、ソフトウェアによるシンセシスで、実現されるようになって来てい

る。一方で、実際のアナログ回路による発音にこだわる、マニアックな層に応える、フル

アナログのアナログシンセサイザも販売されている。 

 

 

１－２－３ コンピュータミュージック 

 このように、今やWindowsやMacintoshなどのPC上で、ソフトウェアによる楽音合成を、

実時間に行うアプリケーションが、多数発表され入手可能であるが、こうしたソフトウェ

アによるシンセシスは、実はアナログシンセサイザが盛んに開発されていたのと同じ時期

の、1960年代には始まっていた。最初のソフトウェアシンセシスは、当時商用化が急速に

発展しつつあった、IBMの大型コンピュータ上で始まり、その一種特殊な環境ゆえに「コ

ンピュータミュージック」と、ことさらに呼ばれていた。（現時では、コンピュータミュ

ージックと言うと別なものを指す）また、この頃のソフトウェアシンセシスは、コンピュ

ータのパフォーマンスに縛られ、リアルタイムの楽音合成はできなかった。 

この流れの中心人物は、電話の発明と実用化で有名な北米のATTベル研究所のマック

ス・マシューズと、スタンフォード大学の一派だった。マシューズらが開発した楽音合成

ソフトウェアのシリーズは、MUSIC nと呼ばれた。（nはI、IIから始まり、様々な自然

数、もしくはOSの名称だった） 

 MUSIC Iは、1957年にIBM 704上で稼働した。MUSIC Iは、まだ音の波形は三角波のみだ

ったという。その後、順調に仕様拡張をしつつ版を重ね、1958年にはMUSIC II、1960年に

はMUSIC III、1963年には、アセンブラでの記述により効率化を図ったMUSIC IVが完成し

ている。IVがその後の数多くの楽音合成プログラムの源流となっている。その後1969年に

FORTRANで記述されたMUSIC Vとなり、ここからさらに、様々なプラットフォームにポーテ 
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Fig.1-2-12  Max Mathews with the Groove system 

(Courtesy of Max Mathews  © Bell Laboratories 1972 Object ID 500004418) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1-2-13  Music nの作曲－演奏－楽器システム 

（出展 中村勲[2]） 
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ィングされるようになった。 

 Fig.1-2-13に、MUSIC Vで実現された、楽音情報をコンパイルするシステムの図を示

す。[2] 左側の作曲、演奏システムも、当時様々な研究がされた分野だが、本研究で扱っ

ているのは、右側の楽音合成システムのようなシステムである。こうした60年代の準備も

あり、70年代には様々な楽音合成法が提案された。変調方式や非線形処理による合成、フ

ィルタによる合成などは、MUSIC n で簡単に記述できたので、そうした楽音合成法の研究

が促進された。以下、この当時にコンピュータミュージック界で提案・研究されていた、

主だった楽音合成法について述べておく。（以下の分類は、主に中村勲[2]による） 

 

加算合成方式 

正弦波の倍音を、多数重ね合わせて楽音を合成する方法。基音と倍音群の振幅と周波数

変動をなんらかの形で時間変化（エンヴェロープ）として保持し、それにしたがって時間

域波形を合成する。このことは結構大きな演算部が必要であることを意味し、リアルタイ

ム発音をするハードウェアになるには、その後何年かかかった。 

加算合成方式は、フーリエシンセシスとよく間違われるが、両者は似ているが根本的な

ところで違う。フーリエ変換による楽音合成だと、倍音の振幅がフーリエ領域で定義さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1-2-14  Additive Synthesis System 

(from J.A.Moorer [3]) 
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れ、時間域波形は、逆フーリエ変換で得られる。これは、暗黙のうちに基音と倍音群は、

周波数においては整数比率を持っていることを（これを調和倍音と言う）仮定している。

しかし、加算合成では基音、倍音間の周波数比は整数比でなくてもいい。アコースティッ

ク楽器では、この周波数比は整数値よりもわずかに大きいことが多い。これがその楽器の

音の鳴り方（ティンバー）の特徴になる訳だ。こうした基音、倍音の周波数を、そのまま

実現することが、加算合成では可能になっている。つまり気温、倍音の周波数比は、整数

比ではなくてもいい合成法である。 

また、Fig.1-2-14で左側のAMP（振幅情報）とFRQ（周波数情報）は、同じく真ん中の

SINEと称されている正弦波発生器に入力されている。AMP、FRQはどちらも時間による変化

を持つ、エンヴェロープ情報となっている。 

Fig.1-2-15に、アコースティックのクラリネットを分析したデータを示す。これらは、

加算合成系のための振幅・周波数情報としてのエンヴェロープ情報であるが、データ量を

削減するため直線セグメント化したものを、Fig.1-2-16に示す。 

この楽音合成方式は、演算量やデータ量が大きく、当時のハードウェアやCPUなどのパ

フォーマンスでは、リアルタイム実装には全く届かなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1-2-15  Perspective Sound Spectrum of the a Clarinet tone（from J.A.Moorer [3]） 
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Fig.1-2-16 Linear Segment approximation of the Perspectve Sound  

Spectrum of the Fig.1-2-17 （from J.A.Moorer [3]） 

 

 

減算合成方式 

減算合成は、ほぼ時間変化のない音源波形に、時間で動く（時変動する）フィルタを掛

けて、周波数特性的な再現をしつつ、スペクトルの時間変化を付与する合成方式である。

これには二つの流れがあり、一つは前項のアナログシンセサイザである。倍音が豊かに含

まれる現発振波形を持ち、それに、カットオフ周波数が時変のフィルタを掛けることで、

音色変化を得、その後、振幅の時間変化を付与するために、エンヴェロープの乗算をす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1-2-17  Subtractive Synthesis for Voice/Vocal sounds (J.A.Moorer [3]) 
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る。（詳細は前項アナログシンセサイザを参照）この方式は、楽音合成方式としては、ス

ペクトルの動的変化は可能でも、その記述性が低いのが難点である。 

もう一つの流れは、当時、音声の分野で隆盛だった線形予測法である。線形予測法と同

じ合成系でも、ある種の楽音合成をすることができる。Fig.1-2-17のように声帯音源波＋

喉音響管フィルタというのが、音声合成での線形予測法の基本構成であるが、音声ではパ

ルス波やノイズが入力となっていたが、楽音では楽音固有の倍音の次数に応じたスペクト

ル強度の制御（本章の最後で述べる、移動フォルマントの実現）が、必要である。フィル

タは線形予測法のARフィルタを使う分には、自由度は高いのだが、[3] 全体としては、音

声合成そのままでは、楽音と音声は、基本的な性質が違うところがあり、やや無理があ

る。 

結局、線形予測法の楽音合成への応用の研究は、すぐに廃れた。 

 

波形読み出し合成方式 

サンプリング音源という言い方も、よくされる。メモリ上に、必要とする任意の波形を

テーブルとしてストアし、合成時にはそれを読み出して再生する。通常、それだけでは音

色の変化が得られないので、その後、フィルタで倍音を削ったり盛ったりと、減算合成方

式と組み合わせたシンセシスとなるのが普通である。ただ元音を鳴らすだけでなく、ピッ

チ変更、振幅エンヴェロープの付与などもなされる。 

メモリはROMであれば電源投入後、すぐに発音させることが可能である。最近では

FlashROMも使われるようになっている。メモリの低廉化に伴い、楽器音の種類や音のクオ

リティーも上げられるので、現在は楽音のシンセシスの主流になっている。 

この方式の欠点は、フィルタを掛けたり振幅やピッチを変えても、音の本質を「シンセ

シス」することはできず、音楽表現や音のつながりに難がある点である。一方で、既存楽

器音の再現は、極めて得意としているのは当然である。 

 

変調合成方式 

FM合成[4]を皮切りに、AM合成、Discrete Summation方式と色々な提案がなされ、その

一群の合成方式の総称である。変調合成はAM放送、FM放送の技術ベースであり、通信理論

において、波形の持つスペクトルがどのようなものになるかなど、理論解析が十分進んで

いたので、偶然楽音合成にも有効であると分かった後は、充分な理論的背景のもと研究が

進んだ。この属の楽音合成方式も、FM合成の発明以後、様々な提案があったが、結局はFM

シンセシスに尽きるといえよう。 

FMシンセシスについては、少々を後術する。 

 

波形合成方式 

 FMシンセシスなどの変調合成方式と似ている。正弦波などのシンプルな波形を、非線形

関数に入力することで、豊かな倍音を得る。その結果に、フィルタで周波数処理を加える

ことで、少ない演算量で、多様な楽音のバリエーションを得ることできる。このような一

群の合成方式を波形合成方式と呼ぶ。[5]非線形系への入力の振幅を上げると、必然的に 
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Fig.1-2-18  An example of a Waveshaping Synthesis in Music V notation 

(from J.W.Beauchamp [5]) 

 

 

倍音が増えるので、「大きな音では倍音が多い」という、アコースティック楽器では一般

的な音楽表現も、自然にできる。特にWaveshapingと呼ばれた一群のシンセシスが、

Beauchampらによって精力的に研究された。[5] また後に、FMに対抗しようとした各電子 

楽器メーカにおいても、様々に研究開発された。 

 

フォルマント合成方式 

この合成方式は、フィルタによる楽音合成、すなわち減算方式と原理的に似ている。ア

ナログフィルタや巡回型フィルタのインパルス応答は、フィルタの伝達関数の持つ極の周

波数の減衰正弦波の和で現せる。したがって、波形発生として、幾つかの減衰正弦波を束

ねて、それぞれ振幅を制御すれば、時変のフィルタの出力を模すことができる。このよう

な簡単な原理の応用で、色々なスペクトル、倍音分布を持つ楽音を合成する方式群のこと

をフォルマント合成と呼んでいる。 

したがって、その合成原理は線形予測法などの音声合成に似ている。したがって歌唱合

成も可能である。こうした方向性は、当時IRCAM（フランス国立音楽院）などで盛んに研

究された。ヤマハでも一時期、この方式での歌唱合成ハードウェアを発売していた。ロー

ランドは、類似の合成方式を「LAシンセシス」と言う名称で、D50などの商品に採用して

いた。 
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物理モデル合成方式 

 楽器の発音原理の物理に基づいて、楽音を合成する方式である。アナログ回路でも、あ

る程度実現可能ではあるが、ディジタル信号処理的な記述ができないと、シミュレーショ

ン対象の系が複雑なので。実現は難しい。MUSIC Vでは、ここまでの記述能力はなかっ

た。また演算量も莫大であったため、研究自体は70年代からされていたが[6]、実際に製

品化されたのは90年代になってからである。 

筆者らは、世界で最初の、この方式によるミュージックシンセサイザVL1を、1993年に

開発・発売した。エレクトーンではEL900（1998年発売）、ELX-1（2000年発売）から採用

されて、今日に至る。 

物理モデル合成は、表現力があるのが大きなメリットだが、（例えばスペクトルのよう

な）静的な音そのものの再現性は、モデルがいかに正確であるかにかかってくる。さらに

音色毎（楽器毎）に合成モデルが違う。こうした理由から演算量も大きくなりがちだし、 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1-2-19  Physical Modeling Synthesis (from Woodhouse et al[6]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1-2-20  YAMAHA Synthesizer / VL-1 (1993) （ヤマハ提供） 
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開発期間も膨大になる傾向がある。 

様々な理由から、波形読み出し合成方式に主役の座は譲っているが、両者のいいところ

を組み合わせた製品が、現状のエレクトーンである。また、合成方式としても、いいとこ

ろを組み合わせた方式が段々と出てきつつある。そうした音源では、楽音のクオリティ

ー・表現力も高い。 

 

さて、２０世紀の間、このようにさまざまな電子音源方式が研究・開発され、波形読み

出し方式にたどりつくのだが、その過程の中で一番成功したのは、ジョン・チョウニング

によるFM合成（FMシンセシス）であった。[4]コンピュータミュージック分野では、当初

は加算合成方式の研究が多かった。加算合成方式は分析・合成系である。FFTで楽音の解

析をして、その倍音毎の振幅情報をエンヴェロープとして抽出し、それをピッチのエンヴ

ェロープと対で、正弦波合成器に与える。この方式のメリットは、忠実な楽音再生を目指

せることともできるし、ある楽音とある楽音の中間の音を補間して得る（サウンドモルフ

ィング）こともできることである。加算合成方式は、ある種の理想の楽音合成系ではある

のだが、残念ながら、十分なクオリティーの合成音を得るには、何百何千もの倍音を記述

し制御する必要がある。結局、その煩雑さゆえに研究所の中の技術で終わった。 

FMシンセシスは、計算の簡便さから来る少ない演算量、広いダイナミックレンジや、得

られる合成音のクオリティーの高さ、などのバランスが抜きん出ていた。 

以下にFMシンセシス（FM変調）の式を示す。ここでAは楽音の振幅、fc,fmはキャリア、

変調波の周波数、Iは変調指数を現す。 

 

 (1.1) 

 

Fig.1-2-21にFMシンセシスのMUSIC Vノーテーションによる記述を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1-2-21  Example of FM Synthesis in Music V notation 

(from J.Chowning [5]) 
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Fig.1-2-22 YAMAHA Synthesizer / DX-7 (1983) （ヤマハ提供） 

 

 

ヤマハは発明者のジョン・チョウニング（スタンフォード大学）からFMシンセシスの特

許ライセンスを取得し、実用化のための研究開発を行った。1981年にはGS1という、FMシ

ンセシスによる最初のシンセサイザ商品を世に送り出した。その後も音質改良とコストダ

ウンなどの改良を続け、1983年にはエレクトーンFX-1とシリーズ合計25万台の生産を誇る

ことになるDX-7をリリースした。 

この頃の電子オルガン各社にとって、音楽性の高いオーケストラ楽器の音を生成できる

音源システムの開発は、極めて大きなビジネス上の要請だった。FMシンセシスは、基本的

にはディジタル楽音合成（ディジタル信号処理）を要求したし、時代はアナログ信号処理

からディジタル信号処理にどんどん進んで行った。そのため、日本の電子オルガン各社の

70年代の楽音合成の研究は、楽音合成用ディジタル信号処理技術の開発にふりむけられて

いたと言っていい。FX-1/DX-7以後、各社は次々とディジタル化された電子オルガンやミ

ュージックシンセサイザを発売して行く。 

コンピュータミュージックの流れは、他の流れとともに、電子オルガン業界においては

FMシンセシスのエレクトーンという果実を生み、一方では、シンセサイザDX-7を世に出

し、その後もソフトウェアらしい様々なシンセシスを生み出す混沌と発展を続けている。 

 

 

１－２－４ エレクトーンの楽音合成方式のその後 

 ここまでの項で、ヤマハの電子オルガン～エレクトーンの楽音合成方式が、電子発振分

周方式始まり、PASSへと進化し、その後アナログシンセサイザの採用を経て、1983年には

コンピュータミュージックの流れを組むFMシンセサイザに進んだことを述べた。エレクト
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ーンの当時からの使命は、ワンマンオーケストラが可能な電子楽器であった。このため、

エレクトーンは、その時代の最高の性能の電子楽器音源を装備しながら、発展して来たと

言える。 

 ヤマハは、FMシンセサシスをエレクトーンへ導入するにあたり、FMシンセサイザのオリ

ジナルの形に様々な改良を加えた。これは、オリジナルのFMシンセサイザには、オーケス

トラの音を全て扱う、スペクトルの再現能力がなかったからである。オリジナルのFMは、

前項のFMの式が全てであったが、（ここで深く説明するのは止めておくが）この基本のFM

の式だけでは、自然楽器特有の倍音構造を発生させるのは、難しい。とりわけ、変調方式

特有の「スパース」な倍音構造は出せるが、鋸歯状波が持つような、連続した多数の倍音

を持つスペクトル構造の発生が困難だった。この点の克服と、さらに複雑な音色を合成す

るため、アルゴリズムと言う考え方と、フィードバックFMと呼ばれる変調方式、さらに固

定の振幅周波数構造を与えるディジタルフィルタを、オリジナルのFMシンセシスに加え

た。このディジタルフィルタが、本論文で扱うARMAディジタルフィルタの設計問題の背景

である。こうした、エレクトーンでのオーケストラ音実現のために行われた技術開発の多

くが、シンセサイザ商品にもそのまま適用された。ベストセラーシンセサイザDX-7は、エ

レクトーンのための電子音源開発の、副産物だったのだ。 

 楽器の音のクオリティーや性能への要求は、終わるところがなく、さらにリアルな楽音

の要請がされた。とりわけピアノやストリングスの音には、強い要求があった。FMシンセ

シスでのピアノ音は、良い音ではあったが、リアルではなかったのだ。同じことがストリ

ングス音（擦弦楽器アンサンブル音）にも言えた。そこで、次に来たのは波形読み出し方

式（サンプリングシンセサイザ）の時代であった。本物のピアノの音を録音し、それを音

程ごとに鍵盤に並べると、リアルなピアノ音が鳴る。これは新しい教育楽器への切り口を

与えるものであった。リアルなピアノ音を持つ電子音源は、廉価で小型でポータブルな、

アコースティックピアノの電子版を作るための基本技術となった。また、電子オルガン、

電子ピアノ、小型電子鍵盤楽器などの電子音源需要を満たすものでもあった。 

 その後のエレクトーンは、波形読み出し方式のシンセサイザを搭載し、FMシンセシス

は、時代とともにエレクトーンの中からなくなっていった。波形読み出し方式のシンセサ

イザはほぼ万能だったのであるが、メロディー音に必要な滑らかさや表現力が足りず、VA

音源（１－２－３項で述べた物理モデル合成方式）が追加された。 

 

 

１－２－５ 本節のまとめ 

 １－２節では①パイプオルガンとその模倣の電子楽器、②アナログシンセシザー、③コ

ンピュータミュージック、について述べ、それらとエレクトーンの電子音源の関係につい

ても述べた。また電子楽器音源の中でのフィルタの位置づけについても、折々に触れた。 

 本節のまとめとして、最後に電子楽器音源の中での、２種類のフィルタの役割について

述べたい。 

 フィルタの機能は、周波数成分の減退と強調である。例えば1kHzのバンドパスフィルタ

は、1kHz周辺の帯域の情報を強調する。それを元信号と足せば、全体に万遍なく色々な周
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波数の信号を通すとともに、1kHz周辺を強調するフィルタが得られることになる。この

「1kHz」のように、絶対周波数軸で周波数成分の減退や強調が起きることを、固定フォル

マントと呼ぶ。（通常「フォルマント」と言うと強調のことを指す場合が多い） 

 一方、固定フォルマントに対して、移動フォルマントと言う言葉もある。楽音は、ピッ

チ周波数の整数倍に近い周波数の倍音を多数持つ。これらは、偶数次倍音が優勢な楽音、

奇数次倍音が優勢な楽音、あるいは特定の倍音が優勢な楽音、など楽器によって色々な倍

音分布を持つ。こうした倍音は、基本ピッチが変わればそれにつれて周波数が変わってし

まう。例えば440Hzの基音の３倍音は1.32kHzである。また622Hzの基音に対する３倍音は

1.87Hzとなる。このように、基音が周波数方向にシフトすることで、倍音も比例してシフ

トするので、そのような基本ピッチによって平行移動する周波数分布のことを移動フォル

マントと呼ぶ。 

 電子楽器音源では、固定フォルマントのフィルタの実現は、通常のディジタルフィルタ

で可能である。そして、このような機能は、全てのオーケストラ音の再現が必要となるエ

レクトーンの場合には、必須であった。こうした、固定フォルマントを実現するための

ARMAディジタルフィルタの近似問題が、本研究のテーマである。 

 移動フォルマントを実行可能なディジタルフィルタの研究も、ひとつのジャンルであ

る。実際、ヤマハでもこの分野にも技術投資をして来たが、本論分のテーマではない。 

 次章では、周波数選択型フィルタと、任意周波数応答近似のフィルタの、設計手法の歴

史を俯瞰することで、楽音合成におけるフィルタの設計問題全体についての理解の一助と

する。それと共に、本研究の様々な背景の説明とする。 
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２ 巡回型ディジタルフィルタの設計法 
２－１ はじめに 

本章では、ディジタル信号処理における、様々な巡回型フィルタの設計法について概観

する。ディジタル信号処理の歴史上、ディジタルフィルタの設計や実現は中心的な話題で

あるから、多数の非巡回型（FIRフィルタ）と巡回型のディジタルフィルタ（IIRフィル

タ）の研究がなされて来た。非巡回型ディジタルフィルタはディジタル信号処理特有のフ

ィルタで、伝達関数が全零のｚの多項式で現される特徴を有する。周波数応答としては、

一般的には帯域選択型の振幅周波数特性を扱うことが多いが、任意周波数応答の近似問題

も容易に扱える。非巡回型のディジタルフィルタの研究の多くは、アナログフィルタのｓ

の多項式で現される伝達関数をｚの多項式に変換することで、アナログフィルタとほぼ同

じ周波数応答を、離散領域のディジタルフィルタに変換する手法であり、そのための数学

的な手法の整備が、伝統的なディジタル信号処理技術の確立期になされた。周波数応答と

しては、基本的には帯域選択型の振幅周波数特性の実現が扱われて来た。 

本研究ではこのような伝統的なディジタル信号処理、ディジタルフィルタ設計法の分野

ではあまり扱われなかった、（主に振幅応答の）任意周波数特性を持つ巡回型のディジタ

ルフィルタ（IIRフィルタ）の設計問題を扱う。 

２－２節では、信号処理の教科書にも載っているような、伝統的な帯域通過特性を持つ

巡回型フィルタの設計について概観する。これらの、s-z変換によるアナログフィルタの

ディジタル領域への変換を、電子楽器・音響分野に応用すると、ナイキスト周波数近くで

の振幅応答のづれといった問題がある点を、指摘する。 

２－３節では、全極型システムの同定から始まり、スペクトル推定や音声の分析合成の

分野から、とりわけ極零（ARMA）型ディジタルフィルタの設計問題に至る歴史的流れにつ

いて述べ、それらが電子楽器音源においてFMシンセシスと共にどのように使用されて来た

かについて述べる。 

 この章では、こうしてディジタルフィルタ設計法の歴史を振り返りつつ、様々な巡回型

ディジタルフィルタの近似・設計手法全般について、研究や実用化の歴史を交えて紹介す

ることで、本研究の電子楽器・電子音響分野における意味について考察する。 
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２－２ 帯域選択型の巡回型ディジタルフィルタ設計法 

 帯域選択型のフィルタには、代表的なところでは低域通過型、帯域通過型、高域通過型

の３種類のフィルタがある。こうしたフィルタは、楽音合成問題でも、色々な局面で必要

となる。一番典型的な例は、前章で見たような減算合成（アナログシンセサイザー）の音

作りのためのフィルタだが、その他にも、異なるサンプリング周波数のシステム間をつな

ぐ時、正確な計算を行うために高いサンプリング周波数でいったん系を動かし、後にシス

テム全体の共通サンプリング周波数に変換してつなぐ場合、など色々な応用がある。 

これらのフィルタの振幅周波数応答を次数２、Q=1の例でFig.2-2-1に示す。こうしたフ

ィルタを設計する手法は、アナログでは歴史的に多くの研究がなされており、それらは定

式化されて、誰でも使える形式知化されている。[1]したがって、前記４タイプのフィル

タタイプ決め、伝達関数のタイプを決めると、カットオフ、もしくは中心周波数、次数、

場合によってはQを決めることで、アナログのｓの伝達関数は簡単に求まる。（実現の問

題は残るが）ディジタルの伝達関数をそこから求める手法も整備されており、s-z変換と

呼ばれる手法が確立している。標準z変換、微分の差分近似によるs-z変換、双一次変換、

整合ｚ変換などの手法により、ｓの伝達関数をｚの伝達関数変換、すなわちディジタルの

伝達関数に変換できる。 

 実は、ディジタルの楽音合成用としては、この過程で問題になるポイントがある。以下

にまとめる。 

 

1. 元の伝達関数の極零がナイキスト周波数に近い（あるいは超える）領域にあると、離

散領域に持っていった時に、言わば伝達関数がエーリアスや非線形変換を起こして、

元のアナログの周波数特性の保存がなされなくなってしまう。結果、思ったような周

波数特性が得られない。 

2. リアルタイムに（サンプリングレートで）カットオフ周波数などを更新する場合、係

数計算の演算量が大き過ぎて、組み込み用CPUやDSPには手に負えない。 

 

これらの問題の詳細を述べるのは本研究の範囲を超えるので、ここでは問題の概略だけ

を述べておこう。 

まず問題１について説明しよう。Fig.2-2-1にアナログの２次の低域通過、帯域通過、

高域通過の伝達関数の振幅応答を、対数周波数尺度で示すが、横軸は正規化周波数でカッ

トオフ周波数（もしくはセンター周波数）は皆1.0Hzとしてある。通常もっと多次数の楕

円フィルタやチェビシェフフィルタあたりが一般的であるが、ここで２次の（したがって

楕円でもチェビシェフでもない）フィルタを例示したのは大きな意味があって、これらの

２次の伝達関数が楽音合成（シンセサイザ）では一般的なのである。多数のアナログシン

セサイザーの商品が、この２次の伝達関数を採用している。したがって、ディジタルの楽

音合成でも、この２次の伝達関数のディジタル版が使われることが非常に多い。 

アナログシンセサイザーでは、音源として、倍音の豊かな波形（時間域で見ると尖った

波形）を用い、その倍音を削って所望の倍音構成を得る。１―２－２節のVCF（Voltage 

Controlled Filter）のことである。倍音豊かな波形からシンセシスが始まるので、とり 
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Fig.2-2-1 Examples of Band-Selection Filter in Analog domain, 

2nd order Low-Pass/Band-Pass/High-Pass Filter (Q=1) 

  

 

わけ低域通過型のフィルタが大切で、これしか実装されてない機種が多かった。またレゾ

ナンス（Q）が可変になっており、これにより倍音分布にクセ（山）を付けることが可能

になっている。 

さて、これらは伝達関数で表現すると以下となる。低域通過関数は、 

 

 

 

(2.1) 

 

帯域通過関数は、 

 

 

 

(2.2) 

 

高域通過関数は、 

 

 

 

(2.3) 

 

である。ただしここで𝜔
𝑐
はカットオフ、もしくはセンター角周波数、𝑄はレゾナンスであ

る。 
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これらの伝達関数を、双一次変換などのs-z変換でzの伝達関数に変換することで、ディ

ジタルの実現が得られる。双一次変換の場合、sに対してzによる以下の代入置換を行うこ

とにより、zの伝達関数を得る。 

 

 

 

(2.4) 

 

ここで、𝑇はサンプリング周期である。 

帯域通過関数の例で実際には式(2.2)に代入して以下となる。 

 

 
(2.5) 

 

Fig.2-2-2では、アナログの伝達関数による振幅周波数応答とディジタルの伝達関数に

よる振幅応答を、比較している。（ここでセンター周波数は1kHz、Q=1、サンプリング周

波数は44.1kHzである） 

ちなみに、振幅周波数応答の計算のためには、アナログ、ディジタルそれぞれに以下を

代入する。 

 

 (2.6) 

 (2.7) 

 

 

 
Fig.2-2-2 2nd order Band-Pass Filter (Q=1) in Analog and Digital 

(Bi-Linear transform) domain (Sampling freq.=44.1kHz) 
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この図で、ナイキスト周波数近辺（だいたい10kHz以上）でディジタルの振幅周波数応

答が歪んでいる。これは双一次変換の持つ問題で、振幅応答をシビアに近似しなければい

けない場合では問題になる。 

双一次変換の、こうした近似上の歪みがもっと顕著な例をFig.2-2-3に示す。この例で

は、同じく２次の帯域通過型フィルタ（Q=1）で、センター周波数を1kHzから16kHzまで変

化させている。センター周波数が高くなるにつれ、双一次変換で得られたディジタルのセ

ンター周波数が段々と低めになっている。これは良く知られた双一次変換の欠点である

が、これを改善するために、プリワープと言う手法が通常適用される。双一次変換でカッ

トオフ（センター）周波数が後々づれる分だけ、アナログの段階でカットオフ（センタ

ー）周波数を予め高めにするのである。その変換式を式(2.8)に示す。 

 

 

 
Fig.2-2-3 2nd order Band-Pass Filter (Q=1) in Analog and Digital 

(Bi-Linear transform) domain with various center freq. of 1k/2k/4k/8k/16kHz  

without pre-warping of center freq. (Sampling freq.=44.1kHz) 

 

 

 

 

(2.8) 

 

ここで𝜔′
𝑐
は式(2.3)までの𝜔

𝑐
で、アナログでのカットオフ、もしくはセンター周波数、𝑇

はサンプリング周期である。この式で新たな𝜔
𝑐
を求める。 

これにより、高い周波数でもカットオフ周波数やセンター周波数のずれは生じなくなる
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が、残念ながら、周波数特性の概形が変わってしまう。元々の副作用がより強調されて、

振幅周波数応答全体が歪んでしまう。Fig.2-2-4では、センター周波数8kHzではわずかに

その影響が見て取れ、ナイキスト周波数により近い16kHzでは歪みは顕著で、センター周

波数のづれの補正により、却って周波数特性のスロープ部分が犠牲になって、元のアナロ

グフィルタの応答とは大きく違って来ている。 

 こうした周波数特性のナイキスト周波数近辺での歪みは、ディジタルフィルタのオーデ

ィオ用途への使用では、しばしば大きく問題になるところである。近年になって、低域通

過、帯域通過、高域通過だけでなく低域増強や帯域強調、高域増強などのフィルタでも含

め、改善手法が提案されている。[2] 

 

 

 
Fig.2-2-4 2nd order Band-Pass Filter (Q=1) in Analog and Digital 

(Bi-Linear transform) domain with various center freq. of 1k/2k/4k/8k/16kHz  

with pre-warping of center freq. (Sampling freq.=44.1kHz) 

 

 

さて、問題2について説明するには、まず最も一般的なディジタルでの実現手法であ

る、Fig.2-2-5のようなBiQuadフィルタを示す。その係数は、アナログで帯域通過伝達関

数を決めた後、双一時変換を適用することで得る。結果、以下のようにBiQuadフィルタの

各係数を得ることができる。 

 

 

(2.9) 
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(2.10) 

 

(2.11) 

 (2.12) 

 

 
Fig.2-2-5  An Example of Bi-Quad Digital Filter Form 

 

 

このBiQuadフィルタの１サンプル時刻での計算は、それぞれのポイントでの信号にa1, 

a2, b0, b1, b2の各乗算を行い、必要な加算を行うとことで完了する。（５乗算４加算）当

然、これらの演算はサンプルタイム毎に逐次実行されてこそ出力が連続的に得られる。こ

うした計算を実行するために、楽音合成のハードウェアでは一般にCPUではなく、様々な

DSPチップや専用ハードウェアを実装する。通常の組み込み用CPUには荷が重いからであ

る。逆にDSPや専用ハードウェアは、この程度の乗算加算は容易に実行できるようにでき

ている。 

一方、係数の計算は難しい問題を孕む。もしもカットオフ周波数やQが固定なら（ある

いは楽音合成の例だと音色毎に決めればいいなら）、これらのパラメータに変化が起きた

時にだけCPUで係数計算をすればよく、除算をソフトウェアで３回（実際には除算を係数

の乗算に変換してしまえば一回でいい）実行する程度のことなので、実用上大きな障りは

ない。（当然CPUのパフォーマンス次第ではある）しかし、楽音合成用途のフィルタで

は、カットオフ周波数が時間的に連続に変えられることが多い。アナログシンセのVCFと

はそういうものなのである。その場合、BiQuadフィルタの係数は、毎サンプルタイム計算

する必要が出て来る。乗算はともかく、除算を毎サンプル行うのは、演算負荷としてみる

と、専用DSPにとってもとても重い。浮動小数点プロセッサ付きのDSPはほとんどないた

め、除算は多くのDSPでは１命令では済まず、ソフトウェアによる10ステップや何10ステ

ップかの負荷となるためである。 

 こうした事情から、フィルタの係数を加減算と乗算で簡単に発生させられるような特殊
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なフィルタ形式を考案したり、上述のs-z変換で得られる係数を、除算がなくても実行可

能な近似式にするような工夫が行われている。[3]こうした演算量の工夫の手法の数々は

それだけで一本の論文を書けるだけの話題であり、本論文の目的ではないので、詳細には

踏み込まない。 

 楽音合成システムでは、周波数イコライザ（一般にはトーンコントロールなどと呼ばれ

ることが多い）が多数用いられる。アナログでのイコライザの代表的な特性３種、低域強

調フィルタ、中域ピーキングフィルタ、高域強調フィルタをFig.2-2-6に示す。（sの伝達

関数までは述べない）これらのフィルタのディジタル化でも、双一次変換などを用いるこ

とで、ディジタルの近似の導出ができるが、問題は上述の帯域選択型フィルタとほぼ同じ

である。すなわち、ナイキスト周波数に近い高域では、双一次変換自身とプリワープの副

作用が起きる。解決策も選択型の時と同じ手法が適用可能である。[2] 

 

 

 
Fig.2-2-6 Examples of Frequency Equalizer (Low-Shelf/Mid-Peaking 

/High-Shelf) in Analog domain 

 

 

 本節では、楽音合成系における帯域選択型フィルタと、それに類似したイコライザのア

ナログの伝達関数とそのディジタルの伝達関数への変換と、その時の問題点について概観

した。これは本研究で扱おうとしている問題とは別だが、周辺事情として知っておいた方

が良いことについて述べた。 
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２－３ 任意周波数応答の巡回型ディジタルフィルタの直接設計法 

 前節の最後に示した、s-z変換で得られる巡回型ディジタルフィルタの例としての周波

数イコライザは、任意周波数応答の巡回型ディジタルフィルタの近似を得る「マニュアル

な」手法である。この周波数イコライザを用いれば、所望の振幅周波数応答が与えられた

時、それを近似するイコライザの設定は手作業的に可能である。しかし、それでは得られ

た解がなんらかの意味で最適であるかの規範もないし、細かい振幅周波数応答を近似する

ための、手作業による調整も非常に煩雑である。また、細かい周波数応答の近似のために

は相当の次数の巡回型ディジタルフィルタを使う必要があり、その結果得られるフィルタ

の次数は冗長なものとなる。マニュアルでの調整ではなく、アルゴリズムによる近似が必

要である。 

 巡回型の（ARMA）ディジタルフィルタの近似法については、次章以後で述べるので、本

節では、こうした巡回型ディジタルフィルタのアナログフィルタを介さない直接設計法の

研究の歴史上の位置づけと、筆者のこの分野での貢献について述べる。 

 1970年頃、巡回型ディジタルフィルタの任意周波数応答の近似の萌芽となるような研究

が出始めた。当初の研究は、巡回型フィルタのインパルス応答を、近似対象のシステムの

インパルス応答と、有限次数まで一致させる手法であった。これらの手法は所詮インパル

ス応答だけを近似対象にしているので、楽音合成で一番必要な、振幅周波数応答の近似と

しては近似性能が足りず使えなかった。[4][5] 

 一方で、近似するシステムが全極型である時、白色雑音を入力したシステムの出力の自

己共分散列をAR次数まで近似と一致させる形でのAR（Auto-Regressive）係数推定の近似

手法が、1960～70年代には大きく進展した。[6]この種の研究はスペクトル推定の分野で

も多くの研究・提案がなされ[7]、とりわけ音声信号の分析・合成の分野で大きな成果を

上げた。これは、音声信号の合成モデルが、ほぼ全極モデルとして見ることが可能であっ

たためである。特に音声分野では、見方を変えると、過去のサンプルの線形重み和から現

在の値を推定する仕組みと等価であることから、ARモデルが線形予測法＝LPC法（Liner 

Prediction Coding Method）と一般に呼ばれた。（日本では特にNTT通研の呼び方である

PARCOR方式という言葉が幅を効かせたが [8] 、欧米ではLinear Predictionという呼称が

一般的だった[6]） 

LPC法では、ARモデルのシステム推定・係数計算は、主にLevinsonのアルゴリズムで行

われる。[9] 対象システムへ白色雑音を入力した時の出力の自己共分散を求め、Levison

アルゴリズムに与えて逆行列演算を解くと、そのAR係数列の推定が出る。自己共分散のフ

ーリエ変換はウィナー・ヒンチンの定理によりパワースペクトルである。つまり、白色雑

音を系に入力し、その出力のパワースペクトルを求めると、Levisonのアルゴリズムによ

り、その系をARモデルと見做した時のAR係数が求めることができる。 

1970年代にはLevinsonのアルゴリズムをシステム推定手法ではなく、単なるスペクトル

スムージング手法として使うような研究が発表され、この計算量の少ない効率的なアルゴ

リズムの様々な活用の可能性が示された。1980年代に入って、そうした考え方の延長上

で、YegnanarayanaによりARMAディジタルフィルタの任意周波数応答近似手法である極零

分配法（４－２節で述べる）が提案された[10]。筆者らはそれを極零（ARMA）システムの
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任意群遅延特性近似問題にも適用可能であることを示した。[11]またその手法をさらに一

般化、拡張し、群遅延・振幅同時規定の場合の近似手法を得られることを示した。[12]ち

なみに、楽音合成では振幅周波数応答の近似が重要なのはもちろんだが[18]、群遅延の近

似が必要になることもある。[14] 

一方、ARMAシステムの極零をその出力の統計的な振る舞いから直接に推定する手法と高

速アルゴリズムがMullisとRobertsにより提案され[15]、それを使ってScharfとLubyが

ARMAフィルタの統計的設計法として、任意振幅周波数特性近似手法を提案した。[16] 

ScharfとLubyの設計法では、最小位相数列推定が高次のARモデル経由となっており、あ

まり精度が高いとは言えなかった。そこで、筆者らはMullisとRobertsアルゴリズムに与

える最小位相推移インパルス応答推定としては、複素ケプストラム経由の方が精度が良い

ことを示した。[17] 

1980年代当時の電子楽器（エレクトーン）のための楽音合成系では、前章で述べた固定

フォルマントと呼ばれる周波数特性を楽音に付与するためのディジタルフィルタが必要と

された。エレクトーンでは、このFMシンセシス＋ARMAディジタルフィルタによる楽音合成

系がスタンダードだった時期が長かった。固定フォルマントを実現するARMAディジタルフ

ィルタの実現手法は、文献[10][17][18]で述べられている（そして本論文では第４章、第

５章で述べられている）技術の応用であり、オーボエなどのダブルリード族、ヴァイオリ

ン族、人声（合唱）などの楽音の合成で、大きな成果を上げている。また2011年発売のギ

ターアンプTHR-10では、歴史上の名ギターアンプの音の再現に、また2009年発売の電子ピ

アノでも同じように歴史上の名器の電気ピアノの音の再現のために、同じ技術が活用され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2-3-1 YAMAHA Electone / HX-1 (2000) （ヤマハ提供） 
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２－４ まとめ 

 帯域選択型のフィルタの設計の場合、アナログからディジタルにs-z変換で伝達関数の

変換を行えばいい。それは、電子楽器・電子電子音響機器でも大きな需要があある。一

方、楽音合成が音や音楽の再生を行うシステムである以上、様々な楽音で重要な、フォル

マントに代表されるような振幅周波数応答の実現が必要になる。その意味で、任意周波数

応答の近似技術は、楽音合成のための信号処理で重要な役割を果たすものである。この

時、周波数イコライザによる近似も現実的な手段であるが、より細かい周波数応答を効率

良く近似する手法として、ARMAディジタルフィルタの統計的設計手法が有効である。 

 本章は、こうしたディジタルフィルタの様々な近似設計手法について述べることで、次

章以後で述べられる、ARMAディジタルフィルタの統計的設計手法の導入とした。 
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３ 楽音合成モデルとディジタルフィルタ 

３－１ はじめに 

本章では、ディジタル信号処理、特にディジタルフィルタの応用として二つの楽音合成

モデルを提示する。ARMAディジタルフィルタの統計的設計法の検討に入る前に楽音合成モ

デルの提示が必要と考えた。エレクトーンのような電子楽器や様々な電子音響機器で、ど

のようにディジタルフィルタが使われているかを理解せずに、こうした応用に要求される

信号処理やディジタルフィルタ設計法の基本要件の理解はかなわない。ARMAディジタルフ

ィルタの研究の問題に入っていく前に、楽音合成モデルの提示が必要となる。 

一つ目の楽音合成モデルは電子楽器用音源である。現在の多くの電子楽器は自然楽器の

音を丸ごとサンプリングするものである。この場合、固定フォルマントを実現するための

フィルタがことさらに必要となることはない。固定フォルマントの実現のためのディジタ

ルフィルタがエレクトーンに搭載されていた時代はメモリが安くなってサンプリング音源

が主流になる前、すなわちFMシンセシスが主流の時代の話しである。３－２節合成モデル

としてFMシンセシスとディジタルフィルタによるシンプルな楽音合成モデルを示す。 

二つ目の楽音合成モデルは音響再生機器である。３－３節では、さらに二つの応用に分

けて、楽音合成モデルを示す。スピーカの持つ固有の周波数特性を補正・等価したり、名

器と呼ばれる楽器アンプの持つ回路やスピーカが実現している周波数特性を近似するため

には、ディジタルフィルタが中心的な役割を果たす。 
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３－２ FM音源とディジタルフィルタによる電子楽器音源 

 本節では、自然楽器音の模倣をする電子楽器のための楽音合成モデルを提示する。 

 第１章、第２章でも述べたように、エレクトーンにおけるFMシンセシスでは、全てのオ

ーケストラ楽器の音を忠実に再現するために、FMシンセシスの後に固定の（ただし楽器音

によってその特性は変える）振幅周波数特性を持つディジタルフィルタを縦続接続してい

る。これはFMシンセシスによって時変の移動フォルマントを発生し、ディジタルフィルタ

では固定フォルマントを実現すると言う、自然楽器の発音原理を真似たシンセシスとして

いるからである。 

 したがって、FM単独のシンセシスに比べて、固定フォルマント性の高い自然楽器音（オ

ーボエ、バスーン、人声など）では楽音の忠実な模倣と表現ができる、と言う意味で大き

なアドバンテージがある。一般に「ミュージックシンセシザー」と呼ばれる電子楽器で

は、固定フォルマントの実現が必要な時には２－２節の最後で紹介したような周波数イコ

ライザを採用し、それにより必要な振幅周波数特性を実現するが、音色を製品の開発時に

パラメータとして埋め込んでしまって、ユーザが触らないエレクトーンでは、完全に固定

のフォルマントを実現する、２－３節で示したような任意振幅周波数応答実現用のARMAデ

ィジタルフィルタを実装する方が、（より少ないDSP資源で最大の効果が得られるという

意味で）効率的である。 

 

 

 
Fig.3-2-1 Sound Synthesis Model of Electone which employs a FM synthesis 

and a digital filter to realize “fixed formant” frequency response 

 

 

 Fig.3-2-1にFMシンセシスとディジタルフィルタによる楽音合成モデルを示す。楽音の

周波数成分は、とりわけその冒頭部分（アタック成分と言う）で激しく変化する。そのよ

うな音の出だし（アタック部）のニュアンスやダイナミックス（音量変化）は、このよう

な合成系ではFMシンセシスが実現する。FMシンセシスでは移動フォルマントの倍音構造も

実現する。一方、楽音全体の鳴り、周波数特性を制御するのは固定フォルマントを実現す

るディジタルフィルタの役割となる。ディジタルフィルタは楽音全体の、時間に依存しな

い周波数強度分布を決める。そして、オーボエ、バスーン、バイオリン、人声など、楽音

が明確なフォルマントを持つ楽音を模倣する場合、その楽音の印象を決定するのは、この

ような時間的に変化しない周波数強度分布を与えるフィルタとなる。 



41 

 

 ヴァイオリン族やギターは固定フォルマントを持つ典型的な楽器である。共鳴胴の鳴り

がその楽音の大きな部分を占めている。Fig.3-2-2は有名なガルネリが製作したヴァイオ 

 

 

 
Fig.3-2-2 Frequency response of a violin made by Guarnelius del Gesu in 1731 

(from Hutchins [1]) 

 

 

 
Fig.3-2-3  Spectrogram of Violin sound (from J.A.Moorer et al [2]) 
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リンのブリッジを正弦波加振した時の正面30cmでのSPLである。[1]こういう周波数応答を

Fig.3-2-1のディジタルフィルタで近似し、固定フォルマントを実現することが求められ

る。 

次のFig.3-2-3にはヴァイオリンのスペクトログラムを示す。[2]（縦軸はkHzの周波

数、横軸は時間、画像の濃さはその周波数帯でのスペクトル強度を示す）13倍音付近にス

ペクトルの零点が見られる。弦楽器では全弦長に対する擦弦、もしくは撥弦点の比の倍音

に零点が発生する。これは正しく移動フォルマントの例である。こうした倍音構造はフィ

ルタでは作りづらい。むしろ元の方、狭義の「シンセシス」で作る必要がある。FMシンセ

シスにはそういう器用さが備わっている。 

 オーボエなどのダブルリード管楽器もまた固定フォルマントを持つ。これは円錐形状の

管楽器の特徴で、サックスも同様である。オーボエの音の録音からスペクトログラムを求

めた例をFig.3-2-4に示す。[3]ピッチ周波数はE♭4/310Hzで、その整数倍の倍音が見え

る。倍音が欠けている周波数帯が２か所ほど見えるが、上は約4.8kHz、下は約2.4kHzであ

る。詳細はここでは述べないが、こうした倍音の零点が管形状によって音響工学的に決ま

る周波数のところに現れる。これらの零点はピッチ周波数が上がっても下がってもほぼ一

定の周波数にある。つまりは固定フォルマントのスペクトル構造を持つということだ。し

たがって、こうした振幅周波数応答を持ったディジタルフィルタでこのスペクトル構造を

実現するのが、電子楽器音源としては効率が良く、またそのことは音響的にも理に適って

いるということになる。 

 

 

 
Fig.3-2-4  Spectrogram of Oboe sound (from J.A.Moorer et al [3]) 
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 次のFig.3-2-5にはクラリネットのスペクトログラムを示す。[u]でクラリネットはよく

一般的に言われるように偶数次倍音が劣勢な倍音構造を持つ。これも管形状から決まって

来ることなのだが、オーボエなどダブルリード管楽器とは違ってクラリネットではピッチ

が高くとも低くとも、だいたい同様に偶数次倍音が欠け、奇数次倍音が優勢である。 

 このような倍音構造もフィルタではなかなか作りづらい。FMシンセシスでは基本ピッチ

周波数のキャリアに、その２倍音の周波数のモジュレータを組み合わせると、このような

奇数次倍音のスペクトル構造を容易に得ることができる。クラリネットでは固定フォルマ

ントが顕著ではないので、ディジタルフィルタの出番は少ない。 

 

 

 
Fig.3-2-5  Spectrogram of Clarinet sound (from J.A.Moorer et al [3]) 

 

 

トランペットなどの金管楽器では、ほぼ全ての倍音が出る。つまり移動フォルマントは

緩いスペクトラエンヴェロープ以上のものはほぼない。振幅周波数特性においもあまり特

有の固定フォルマント構造を持たないが、[4]それでも音響管からの放射特性によって低

域周波数域において放射が著しく小さくなる。（ここはクラリネットと共通）このためこ

のようなディジタルフィルタで高域通過関数的な振幅周波数特性を与えた方が、より音色

的リアリティー（楽器らしさ）が上がる。トランペットのスペクトログラムをFig.3-2-6

に示す。 

このように、楽音合成する際は可聴周波数帯域（だいたい20Hz～16kHzくらいまで）全体

の周波数特性が問題となるが、とりわけ数10Hzから数100Hzまでの低い周波数帯域のスペ

クトル分布が、重要な役割を果たす。このような帯域の周波数強度を効率的に制御するデ 
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Fig.3-2-6  Spectrogram of Trumpet sound (from J.A.Moorer et al [4]) 

 

 

ィジタルフィルタの設計が、本研究の目指す課題である。 

以上、FMシンセシスとディジタルフィルタによる「楽音合成モデル」について述べた。

FMシンセシスではこうした固定フォルマントを実現するフィルタはとても重要だったが、

現在主流のサンプリングシンセシスではそうではない。サンプリングシンセシスでは固定

フォルマントも含めて狭義の音源部分で実現が可能だからである。後は写真の連続の継ぎ

接ぎで映画を作るように、音の連続を継ぎ接ぎすることで、楽音のダイナミックスとスム

ーズな遷移を表現することが必要となる。そのため、サンプリングシンセシスの電子楽器

音源では、ダイナミックスやピッチ周波数に応じて、動的にパラメータを可変できるフィ

ルタが必要となる。つまり移動フォルマントやパラメータの時変ができるフィルタが重要

になる。 

このようにFM音源時代、サンプリング音源時代で、フィルタに求められる特性は随分と

変わった。 
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３－３ ディジタルフィルタとアンプリファイアによる音響再生機器 

 本節では、音響再生機器などで特定の周波数特性を持たせなければならないような場合

の楽音合成モデルの応用２種（一つは周波数等価＝イコライザとして、一つは音作りとし

て）を提示する。まずこの種の楽音合成モデル全体の典型的な例を、Fig.3-3-1に合成モ

デルに示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-3-1 Sound Synthesis Model of sound reproduction which employs 

a digital filter to realize particular frequency response 

 

 

この入力と出力の間にディジタルフィルタにより振幅周波数特性を持たせただけのシン

プルな楽音合成モデルである。A/Dと近似すべき周波数特性を実現するフィルタの間には

プロセッサーと中身をぼかした箱を置いてある。（中身は後述する） 

 一つ目は音響再生系の中で、最も振幅周波数数特性の平坦性が得難いスピーカの振幅周

波数特性の暴れの「逆フィルタ」を構成することで、再生系全体の振幅周波数特性を平坦

化する、すなわち典型的な周波数イコライザ（等価器）としてのディジタルフィルタであ

る。アナログでもこのような目的のフィルタは、もっとも一般的な応用である。アナログ

のフィルタに比べて、ディジタルフィルタは非常に微細な周波数構造を再現できるため、

出来上がる再生系の全体の振幅周波数特性の平坦化が非常に精密に行うことも可能である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-3-2  Frequency Equalization of the response of a Speaker 
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のが特徴である。この平坦化の過程をFig.3-3-2として示す。 

ここで、青線はスピーカ再生系の本来の振幅周波数応答を、赤線はディジタルフィルタ

による振幅応答の補正分（つまりイコライザ）を、そして黒線は結果としてのトータルの

振幅周波数応答を示す。このように、トータルの再生系がより平坦な振幅周波数応答を持

つと、再生音の忠実度や品位が大きく向上する。近年、アンプ内蔵モニタースピーカが増

えているが、アナログやディジタルのフィルタで、このように周波数特性を平坦化して忠

実度を上げた商品が増えている。 

もう一つの、ディジタルフィルタによる固定フォルマント的周波数特性を持たせただけ

の楽音合成モデルの応用は、楽器用アンプのスピーカの周波数特性の凸凹、暴れによる音

楽性の再現である。楽器用スピーカはコスト面の問題と、楽器音再生時の響きや迫力を重

視する結果、低域、高域はカットされた中域中心の振幅周波数特性を持つばかりでなく、

スピーカエンクロージャやスピーカ自身の低域限界と低域共振や、コーンの分割振動な

ど、様々な要因に基づく様々な周波数特性上の凸凹を持つ。また、こうした周波数特性の

暴れは、対象とした楽器音がより良く鳴るようにチューニングされている。（そうしたス

ピーカが楽器用として生き残る） 

これらを上手に操ることで楽器用アンプ再生系の音作りが形作られているために、楽器

音をアンプリファイして、HiFiオーディオ的な平坦な振幅周波数特性を持った再生系で鳴

らすと、楽器らしい音楽性がなくなってしまう。このため、このような状況での再生をす

る場合は、楽器用アンプやスピーカの持つ暴れた特性をディジタル信号処理系で再現する

信号処理が要求されることになる。こうした応用例も第６章で扱うこととなる。 

なお実際の商品では、ディジタルフィルタの前後にスピーカ保護のための音量リミッタ

や、あるいはその前に模倣しているアンプリファイアの飽和による歪をシミュレーション

する歪付加要素などのサウンドプロセッサーが存在している。Fig.3-3-1ではProcessorと

ぼんやり書いた部分である。トーンコントロール（Bass,Treble）などもここに入るべき

もので、楽器用アンプでは欠かせないパーツである。 

 

 

 

 
Fig.3-3-3  Approximation of the response of a Speaker 
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Fig.3-3-3では楽器用スピーカ再生系の実現を行う楽音合成モデルの特性を、模式的に

示している。黒線は元になる楽器用スピーカ再生系の振幅周波数応答を、赤線はディジタ

ルフィルタによる振幅応答の再現・近似を示している。 

ヤマハの場合、楽器メーカであり音響機器メーカでもあるため、楽器用拡声アンプも開

発・生産しているし、またライブやスタジオ用、もしくはHiFiオーディオ分野の分野では

音楽再生システムも開発・生産している。楽器用拡声アンプは１番目の応用による商品と

言えるし、音楽再生システムは上記２番目の応用による商品と言える。この二つの応用

が、フィルタの振幅周波数応答として、スピーカ再生系の持つ振幅周波数応答の真逆の振

幅応答を実現するものと、別の再生系でそれを再現するものである、というところが面白

い。 

本節ではスピーカの特性をそのまま再現するフィルタが要求される需要と、スピーカ再

生系の特性を逆特性で補正するフィルタの要求の話しを、二つの楽音合成モデルとして説

明した。 
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３－４ まとめ 

楽音合成モデルとして大きく２種を示した。 

1. FM音源とディジタルフィルタによる電子楽器音源 

2. ディジタルフィルタとアンプリファイアによる音響再生機器 

１つ目の電子楽器音源は、現在その歴史的役目を終えつつあり、現実の最近のエレクト

ーンではサンプリング音源に取って代わられている。 

２つ目の楽音合成モデルでは、HiFi再生系と楽器用アンプと言う、ある意味フィルタの

使い方が真逆な２つの応用がある。このうち、ヤマハの場合、HiFi再生系では現在ARMAデ

ィジタルフィルタの任意周波数特性の設計法（統計的設計法）による巡回型フィルタは採

用されていない。その一方で楽器用アンプではARMAディジタルフィルタが採用されてい

る。 

楽器用アンプで、ARMAディジタルフィルタを採用した例として、ギターアンプTHR-10を

挙げておく。（Fig.3-4-1参照）ここでは古今の有名なギターアンプの音色の再現がなさ

れている。また電子ピアノCP-1では、同じく様々な古今の電気ピアノが内蔵していたスピ

ーカ再生系の周波数特性を参考に、電気ピアノ音の再現と音楽性の付与を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-4-1  YAMAHA Guitar Amplifier / THR-10 (2014) （ヤマハ提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3-4-2  YAMAHA Electric Piano / CP-1 (2009) （ヤマハ提供） 
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（Fig.3-4-2参照） 

THR-10、CP1に実装されたような、スピーカ再生系をシミュレートするためのARMAディ

ジタルフィルタの応用例については、６－３節で詳細に扱う。 

楽器用アンプでは、近年非巡回フィルタの直接の畳み込み（すなわちMAフィルタ）によ

り、こうした周波数応答をシミュレーションする商品が多くなっている。DSP資源に余裕

のある場合、非巡回畳み込みが使用される一方、コンシューマクラスの商品ではARMAフィ

ルタが用いられている。ただ、こうした使い分けができているのは、現状ヤマハだけのよ

うで、これはヤマハが音楽音響業界の中でも、このような巡回型フィルタの扱いに長けて

いると言うことの結果であると考えられる。 

 ３－２、３－３節で紹介した楽音合成モデルでは、扱う周波数が下は50Hz以下にも及ぶ

一方、音の品質が重要になるので、サンプリング周波数は可聴周波数帯域を扱えるように

定めなければならず、少なくともCDオーディオと同じ44.1kHz以上が採用される。このた

め低域の周波数応答の再現性が、音声などと比べると極めて重要になる。この点について

は第５章で具体的な手法の提案をする。 

 

 

 

＜第３章の参考文献＞ 

 

[1]  Hutchins, C.M.:“The Acoustics of Violin Plates,”Scientific American Oct 

1981, Vol. 245, No.4, page 170, 1981. 

[2]  Moorer, J.A., Gray, J. and Snell, J.;“Lexicon of Analyzed Tones - PartI 

Violin tone,”1(2), pp.12-29, 1977. 

[3]  Moorer, J.A., Gray, J. and Strawn, J.;“Lexicon of Analyzed Tones - PartII 

Clarinet & oboe tones,”1(3), pp.12-29, 1977. 

[4]  Moorer, J.A., Gray, J. and Strawn, J.;“Lexicon of Analyzed Tones - 

PartIII:The Trumpet” 2(2), pp.23-31, 1978. 
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４ ARMAディジタルフィルタによる任意振幅周波数応

答の近似法 

４－１ はじめに 

本章では帯域選択型フィルタのカットオフやスロープ型の仕様ではなく、任意の形の振

幅周波数応答仕様を満たすディジタルフィルタを近似・設計する手法について述べる。統

計的設計法とも総称できるこの属の巡回型ディジタルフィルタの設計手法[1][2][3][4]

は、例えば共鳴胴のように楽器の音の発音機構の持つ様々な形状の振幅応答を、非巡回型

フィルタによる直接畳み込みよりも小さな演算量で所望振幅特性を近似できると言う、と

ても重要な巡回型フィルタの実現を与える。 

巡回型フィルタの設計手法の大半はLow-Pass Filter、 Band-Pass Filterなどの帯域制

限型のフィルタを扱うものだ。しかし電子楽器や音響機器の開発ではしばしばこのような

任意の振幅周波数応答の近似が必要になる。第３章で述べたように、ヴォーカルや楽器音

の持つフォルマントや、あるいは癖の強いスピーカの持つ振幅周波数応答などをDSPで実

現・近似しなければならない時などである。 

この属のディジタルフィルタの設計手法は、システム同定や音声分析・合成の分野で主

に発展してきた理論の応用であるため、用語が制御やシステム同定の世界の言葉で記述さ

れる。このため本章でも巡回型フィルタといいながらすぐにほぼ同じ意味のARMA（Auto 

Regresive-Moving Average system）ディジタルフィルタと言う語を当てている。AR、及

びMAは極と零を意味しているので、ARMAは巡回型であるだけでなく（全極ではなく）極零

フィルタであると言うことを意味しており、 その定義の正確さゆえにこの語を当てるこ

とが妥当であると考えた。（単に巡回型フィルタと言うと全極フィルタなのか極零フィル

タなのか判らない） 

本章ではこのような、任意振幅周波数応答をARMAディジタルフィルタで近似する設計法

から、特に優れていると思われる２種類の特徴的な設計手法[3][4]について述べる。それ

ぞれに振幅周波数応答を少ない次数のARMAディジタルフィルタで効率良く近似することが

できるが、得手不得手などの特徴もある。４－２節と４－３節でそれぞれの手法について

説明し、４－４節では本章のまとめとして、これらの手法のそれぞれの特徴について述べ

る。 
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４－２ ARMAディジタルフィルタの任意振幅周波数応答近似～１ 

 さて、ARMAディジタルフィルタの任意週数応答近似の手法（いわゆる統計的設計法）は

様々な手法が提案されている。[1][2][3][4] 本章ではこうした中から、簡便でかつそれ

ぞれに別の観点で近似精度が良く、少し性質のことなる二つの手法を紹介する。 

 一つ目に紹介するARMAディジタルフィルタの設計手法は 「極零分配法によるARMAフィ

ルタ設計法」と呼ばれている。[4] この手法は、音声分野で良く知られたLevinsonアルゴ

リズムとFFTを徹頭徹尾使い、計算はシンプルである。その上近似の精度も良い。だが原

理は独特で、理解には手間取るかも知れない。 

 フィルタの設計法の説明に入る前にARシステム近似とLevinsonアルゴリズムの性質につ

いて述べる必要がある。Levinsonアルゴリズムは音声やEEG信号解析のような分野でARシ

ステム推定（つまり全極システムによるモデルの推定法）として出て来た技術である。

Fig.4-2-1(a)のように希望周波数特性を持った線形システム𝐻
𝑑

(𝜔)に分散１のガウシアン

白色雑音𝑤
𝑛
が入力されているとすると、出力�̃�

𝑛
の持つスペクトルは希望周波数特性そのも

のになる。この�̃�
𝑛
を近似的に発生するようなARシステムの近似𝐻(𝑧)とその出力𝑠

𝑛
（Fig.4-

2-1(b)）を得ることを考える。ここで 𝐻(𝑧)は以下の伝達関数のARシステムとする。 

 

 

 

 

 

 

(a) System that has desired response    (b) Approximation with all-pole system 

Fig. 4-2-1  Desired response and it's approximation with AR system 

 

 

 

 

(4.1) 

 

ここで出力𝑠
𝑛
の共分散列𝑟

𝑘
はウィーナー・ヒンチンの定理により（時間域の定義もある

が、ここは周波数域で）以下となる。 

 

 

 

(4.2) 

 

同じように元々の希望の周波数特性を持った線形システム𝐻
𝑑

(𝜔)の共分散列�̃�
𝑘
も同様に定

義できる。 
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(4.3) 

 

共分散列（自己相関列）はパワースペクトルの逆フーリエ変換と言うことであり、パワ

ースペクトルさえ与えられれば（すなわち振幅応答の２乗）共分散列が計算できるという

ことだ。 

さて、これら二つの共分散列𝑟
𝑘
と�̃�

𝑘
をN次まで一致させる。 

 

 (4.4) 

 

そうしたARシステムの係数𝑎
𝑘
は以下の行列演算を解くことに帰着することが分かってい

る。[5][6]この方程式はYule-Waker方程式と呼ばれている。 

 

 

 

(4.5) 

 

ただし式(4.1)のゲイン項αについては以下となる。 

 

 

 

(4.6) 

 

この方程式を高速に解くのがLevinsonアルゴリズムである。[6] 通常逆行列演算は多く

の計算資源を使うが、上の式の共分散行列の対角性（テプリッツ性）を利用すると高速に

解が求められることを、N.Levinsonが発見している。 

まとめると近似したい系の振幅周波数応答やその白色雑音入力に対する出力応答の共分

散列があると、その系をARシステムで近似した場合のAR係数がLevinsonアルゴリズムによ

り高速、かつ簡単に求められる。この方法はシステム同定の手法であるが、 フィルタの

近似を与える手法として見た場合、以下のような性質がある。 

 

1. 計算速度が速く、手続きとしても簡単。 

2. 振幅応答を元に、ARシステムと言う形でシステムの最小位相列推定が求まる。 

3. 誤差規範上、振幅周波数特性のピークの方に重きが行く。振幅応答の谷や絶対値が小

さい部分では近似性能が悪い。 

4. したがって零点には鈍感な近似が得られる。 

5. また、それゆえスペクトルエンヴェロープの抽出ができる。 
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ところで、上記のARシステム同定は以下のようなMAシステムによる逆システム同定とし

ても見ることができる。Fig.4-2-2に図示する。予測器（Predictor）と書いてあるように

係数列𝑎
𝑘
によるMAシステムは予測器として機能し、𝐻

𝑑
(𝜔)の出力�̃�

𝑛
にこの予測器に通した

信号�̃�
𝑛
との差𝑒

𝑛
を最小2乗化し係数列問題𝑎

𝑘
を求める問題は、やはり上記のYule-Walker方

程式に帰着することが分かっており、この場合𝑒
𝑛
は予測誤差、𝑎

𝑘
は線形予測係数と呼ばれ

る。[5] 

 

 

 

(4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4-2-2  Desired response and it's approximation with all-pole system / Least square 

 

 

 音声の場合、物理系との対応では𝑤𝑛は声帯音源波を、𝐻
𝑑

(𝜔)は声道の振幅周波数応答を現

す。𝐻
𝑑

(𝜔)が全極モデルで近似できるので、予測器のMAシステムでうまく逆フィルタが構成さ

れて、誤差𝑒
𝑛
が最小化されて行く。うまく予測器が音声モデルを近似すれば𝑒

𝑛
が最小化され

る。このように話が回る。 

次にシステムの伝達関数の具体例を見よう。２つのBand-Pass Filterの出力をパラレルに

したフィルターを構成し、その出力をインパルス応答でFig.4-2-3(a)に示す。（BPFの特

性はそれぞれ中心周波数が正規化周波数で0.134Hz、Q=10.787487、ゲイン=1、同様に中心

周波数が0.317Hz、Q=20、ゲイン=0.67、 で零点を調整するためにゲイン=0.00634を持た

せた入力を足している） ちなみにBPFであるので２次伝達関数が２つで４次であるが、零

点もあるので４次のARMAシステムと言うことができる。Fig.4-2-3(b)はインパルス応答か

らDFT、２乗（パワーを取る）、 逆DFTの手順で、共分散列を求めたものである。（０次

係数を中心に対象形となっているが、DFTの周期性のためにこのように右左に波形が左右

に離れて見えている点に注意）これをLevinsonアルゴリズムに掛けることで４次のARシス

テムの近似を得たのがFig.4-2-3(c)である。元のインパルス応答からの振幅応答とARシス

テム近似の振幅応答を重ねてある。見て判るように上記のLevinsonアルゴリズムによるAR

システム近似の特徴がよく出ている。ピーク（極）の近似精度は高いが、谷（零）の近似

はおざなりで、見てのとおり山だけでスペクトル概形を取ったような結果となる。ARシス 
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(a) Impulse response 

 

 
(b) Covariance sequence 

 

 
(c) Magnitude response of Hd(w) and it's AR system approximation 

Fig. 4-2-3  Responses of the ARMA target system and AR approximation 

 

 

テムとはは全極モデルであることがよく分かる。 

このような共分散列からLevinsonアルゴリズムによりYule-Walker方程式を解くことで

ARシステム同定をする手法は、音声では線形予測法（Linear Prediction法）とも呼ば
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れ、音声合成の物理モデルがARシステムで現されることや分析・合成がシンプルであった

こともあり、70年代には多くの研究が精力的になされた。そのさらなる応用としてディジ

タルフィルタの設計に応用されるのは自然な流れであったと言える。ある周波数スペクト

ルが与えられたとき、その共分散を計算すればLevinsonアルゴリズムですぐにARシステム

による近似が手に入るので、極めて便利である。 

さて「極零分配法によるARMAフィルタ設計法」の着想は、Yegnanarayanaが極零伝達関

数の群遅延（論文ではNegative Derivative Of Phase Spectra = NDPSと呼ばれている）

のプロットを観察することで得られたようだ。最小位相系では極は群遅延に局在的な正の

ピークを持ち、逆に零点は局在的な負のピークを持つ。そこで逆に、希望の振幅周波数応

答の群遅延を計算し、正と負に分け、それぞれをARシステム（全極の応答）、 及びMAシ

ステム（全零の応答）で近似すればその合成が一番良い精度が得られるのではないかと考

えられる。希望振幅特性から得られた群遅延応答のゼロクロスを捉えて、正と負に分けた

時の群遅延が極と零で近似するのに都合の良い形をしていると、プロットを見ていて

Yegnanarayanaは発想したのだと思われる。この辺りの事情はこの下のチャートを見ると

理解できよう。 

以下にこの近似法の全体の流れを示す。 

 

1. 希望振幅周波数応答からケプストラムを得る。 

2. ケプストラムから群遅延群遅延（NDPS）を得る。 

3. NDPSを正負に分離し、それぞれARシステム分、MA分のためのターゲットNDPSとする。 

4. AR分、MA分のターゲット群遅延（NDPS）をそれぞれターゲットパワースペクトルに変

換する。 

5. それぞれにLevinsonアルゴリズムを適用しARシステム、MAシステムを同定する。 

6. 全体のARMA近似を組み立てる。 

 

文章だと理解は難しいのでFig.4-2-4に全体の過程をチャートで示す。Fig.4-2-4中(a) 

から(l)までを以下のステップ中ではaからlとする。 

まず所望の所望振幅特性を𝐻
𝑑

(𝜔)、 ARMAディジタルフィルタによる近似（設計結果）の

伝達関数を𝐻(𝜔)、もしくは𝐻(𝑧)とし、そのｚの有理関数形での表示を以下とする。 

 

 

 

(4.8) 

 

また上記の分母分子多項式はそれぞれ𝐴(𝑧)、 𝐵(𝑧)と表す。 また、以下分母分子伝達関

数の次数がそれぞれn、mの時のARMAディジタルフィルタをARMA(n,m)と表する。 

まず所望の幅周波数応答設定する。説明のための例ではLow-Pass Filter型の振幅周波

数応答（カットオフ＝0.1Hz正規化周波数、遷移幅0.01Hz同、除去比40dB）を選んだが、

前述のように楽器の共鳴系の周波数応答でもいいし、ヴォーカルのフォルマントでもなん 
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Time/quefrency domain (in sample)     Frequency domain (in normalized freq) 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Specified magnitude response in dB 

   ↓ dB to natural log conversion 

 

 

                    DFT 

                    ← 

 

 

 

(c) Cepstrum                (b) Specified magnitude response in 

↓Emphasize higher quefrency area     natural log 

 

→ 

 

                     DFT 

                    ← 

 

 

(d) Weighted cepstrum          (e) Specified NDPS response 

  ↓ Decomposition 

 

 

 

                     DFT 

                    ← 

 

 

 (g) IDFT of NDPS response for MA part    (f) Decomposed NDPS responses 

Fig. 4-2-4  ARMA approximation procedure of Pole-zero decomposition method 

(continue) 
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Time/quefrency domain (in sample)     Frequency domain (in normalized freq) 

↓De-emphasize higher quefrency 

 

 

 

 

 

 

 

   (h) Cepstrum for MA part                (i) Target magnitude responses for 

AR/MA part and sum of them 

 

 

 

 

 
                                         Corresponding AR parts exist for (j) and (k) 

 

 

  (j) Covariance for MA part 

↓Apply Levinson algorithm   

 

 

 

                    DFT 

                    → 

 

 

 

 (k) AR coefficient for MA part               (l) ARMA digital filter approximation 

Fig. 4-2-4  ARMA approximation procedure of Pole-zero decomposition method 

 

 

でもいい。 

 

ステップ (a)→(b)：まず希望振幅周波数応答を自然対数にする。dBから自然対数に変換

するにも色々なやり方があろうが、本稿では以下を用いた。 

 

 (4.9) 

 

ここで𝑥
𝑛𝑙
は所望振幅特性 𝐻

𝑑
(𝜔)のある角周波数での自然対数での値、𝑥

𝑑𝐵
は同じくそのdB

Get MA part, inverse it and IDFT 
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値、exp10は常用指数関数、lnは自然対数関数である。 

 

ステップ (b)→(c)：自然対数の所望振幅特性自然対数の所望振幅特性𝐻
𝑑

(𝜔)の逆フーリエ

変換を取りケプストラム𝑐
𝑘
を得る。（周波数域は本来連続であると言う決まりでDFTを離散

領域でサンメーションで書いているが、実際のプログラミングでは周波数域も離散で扱い

FFT、もしくはIFFTを用いることになる） 

 

 

 

(4.10) 

 

群遅延は本来位相の微分の負値（Negative Derivative of Phase Spectra）で定義され

るが、ここでは位相はどうでもいいので、もっと簡便に希望振幅周波数特性のケプストラ

ムを取り（つまり逆フーリエ変換をする）(c)、その高次係数を強調（つまり高Quefrency

領域を強調する）をして周波数域に戻し(d)、（つまり希望振幅周波数応答の高域応答を

強調することで）群遅延＝NDPS(e)を得ている。ここではケプストラム経由で周波数域の

位相情報を高域強調して、群遅延が簡単得られる。[2]この計算手順は位相の主値の問題

も回避でき、とても実用的である。 

 

ステップ (c)→(d)/(e)：Quefrency軸でk次のケプストラムにkの重みを掛けたものをケプ

ストラムとしてフーリエ変換で周波数域に戻すと群遅延＝NDPS 𝜏(𝜔)が得られる。いわば

希望振幅周波数応答の高域強調版と言える。 

 

 

 

(4.11) 

 

希望振幅周波数応答(b)と希望群遅延応答(e)を見比べると、群遅延は元々の希望振幅応

答で角になっている部分が正と負のピークに変わっている。群遅延なり有理伝達関数の

極、零の性質から、群遅延の正のピークは極で、負のピークは零で近似するのが相応しい

のが理解できる。[3][4] （元々の希望特性が振幅だけなのに位相の微分である群遅延の

希望応答が求まるのは最小位相性を仮定しているからである） 

 

ステップ (e)→(f)→(g)：そこで大胆に群遅延の正側をAR（全極）システムで、負側をMA

（全零）システムで近似させるべく、群遅延を周波数軸の上下（対数振幅の正負）で切

り、それぞれを振幅応答のドメインに戻す。この過程を下式に示す。ここで𝜏
+

(𝜔)はAR分

（極）のための群遅延、𝜏
−

(𝜔)はMA分（零）のための群遅延𝜏(𝜔)である。 

 

 (4.12) 

ただし 
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(4.13) 

 

 

(4.14) 

 

式(4.12)にあるようにこの二つを足すと元の全群遅延𝜏(𝜔)に戻るのが話のポイントで、

群遅延と対数振幅周波数応答が線形な関係にあるため𝜏
+

(𝜔)、𝜏
−

(𝜔)からそれぞれ得られた

対数振幅応答の和は元々の希望振幅周波数応答に戻る。 

 

ステップ (g)→(h)→(i)：その過程を見て行こう。基本的には(b)～(e)の過程の逆であ

る。群遅延応答を逆フーリエ変換でQuefrecy領域に持って行き。再度フーリエ変換で周波

数域に持って行った時に振幅応答とするためには高Quefrency領域を低減すればいい。そ

こでk次のケプストラムに対して1/kの重みを掛け、フーリエ変換をして振幅周波数応答に

戻す。図ではMA分について示しているが、AR分でも手順は同じである。ここで𝜏
−

(𝜔) はMA

分に対応する群遅延、𝑐
𝜏−,𝑘

は同じくその逆フーリエ変換であるところのケプストラム、

ｃ
−,𝑘

はMA分の目標振幅周波数応答に対応したケプストラムである。 

 

 

 

(4.15) 

 

 

(4.16) 

 (4.17) 

 

AR分についても𝜏
+

(𝜔) 、𝑐
𝜏+,𝑘

が定義され、同様にはAR分の目標振幅周波数応答に対応し

たケプストラムｃ
+,𝑘

が求まる。 

(i)を見ると判るが、AR分は上に凸な目標振幅周波数応答、MA分は下に凸な目標振幅周

波数応答と言うことで、それぞれに近似がし易い振幅応答にうまく分離整形されているの

が分かる。 

 

ステップ (i)→(j)→(k)→(l)：これらAR分、MA分のための振幅応答(i)から2乗振幅応答

経由で共分散列を求め(j)、LevinsonアルゴリズムでAR、MAの係数列（本例では分母も分

子も８次の伝達関数とした）を求め、その振幅応答をそれぞれプロットしたのが(l)であ

る。全体のARMA伝達関数の振幅周波数応答も併せてプロットしてある。それを(a)や(i)と

比べるとLPFのレスポンスがかなり素直に近似されているのが理解できよう。 

 そして、AR分は素直に２乗、逆フーリエ変換、共分散と経由してLevinsonアルゴリズム

で得られたAR係数をAR分の係数とすればいい。MA分は－２乗、逆フーリエ変換、共分散と

経由してLevinsonアルゴリズムで得られたAR係数をMA分の係数とする。これで式(4.8)の

分母、分子のｚの伝達関数求められる。 
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結果の周波数特性を見ると、とりわけトランジェント部分が綺麗に近似できている。こ

こが 「極零分配法によるARMAフィルタ設計法」の特徴である。「極零分配法によるARMA

フィルタ設計法」では、最小位相性を仮定することで振幅応答の近似を、本来ARシステム

用のLevinsonアルゴリズムを使って、ARMAフィルタでも果たすことができる。実は混合位

相なケースでも最小位相成分と最大位相成分を分離して扱うことで、同様のアプローチで

ARMAフィルタの近似を得ることができる。[3] 
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４－３ ARMAディジタルフィルタの任意振幅周波数応答近似～２ 

この章で扱う筆者らの提案のARMAフィルタ設計手法は「複素ケプストラムを経由する設

計法」と呼んでいる[7]が、元をたどるとScharfとLubyの「統計的設計法」[1]の中の最小

位相推移インパルス応答の近似の部分を改善した手法である。この手法は音声などでよく

使われている全極システムの同定手法であるLevinsonアルゴリズム[6]の極零システムへ

の拡張であるMullis&Roberts のアルゴリズム[8]を用いる。Mullis&Robertsでは、全極で

のLevinsonアルゴリズムのように、極推定には共分散列（自己相関関数列）を主に用いる

一方、零推定は主にインパルス応答による。基本的には振幅周波数応答を近似するのにイ

ンパルス応答を用いる場合、インパルス応答の頭の部分（低次の係数）にそのエネルギー

が集中していた方が推定精度的に有利であると考えられるため、インパルス応答としては

最小位相列推定を用いるのが良い。[9] 

任意の振幅周波数応答を与えられた時に最少位相列を求める手続きは幾つかある。主な

ところで、ケプストラムに因果的な窓を掛けて複素ケプストラム経由でヒルベルト変換対

を求める方法[9]と、逆スペクトルの共分散にLevinsonアルゴリズムを掛けてARシステム

の分母係数列として求める方法[5]がある。Scharf、Lubyらが後者の方法を取った理由は

分からないが、筆者らのトライアルでは、元のARシステムの次数を幾ら上げても大きなト

ランジェント部に集中する極が邪魔なリップルを発生するので、良い最小位相列推定とは

いえなかった。むしろ前者の方法は信号処理の教科書に載っているくらい一般的な手法で

[9]計算も比較的簡便であり、かつ後者に比べ余分なリップルの発生もない。こうした理

由から筆者らはこの手法を選択した。 

「複素ケプストラムを経由する設計法」としては以下の手続きが提案されている。[3] 

 

1. 希望振幅周波数応答から複素ケプストラムを得る。 

2. 複素ケプストラムから最小位相列を得る。 

3. 最小位相列（インパルス応答）から共分散列を得る。 

4. 1,2,3の 結果を Mullis&Robertsアルゴリズムに与え ARMA近似を得る。 

 

ざっと書くと以上になるが、Fig.4-3-1に詳細な手続きをチャートで示す。図中(a)から

(i)までをステップ(a)から(i)として、以下に説明をする。 

まず所望の所望振 幅特性を𝐻
𝑑

(𝜔)、 ARMAディジタルフィルタによる近似（設計結果）

の伝達関数を𝐻(𝑧)とし、その有理関数形での表示を以下とする。 

 

 

 

(4.18) 

 

また分母分子多項式はそれぞれ𝐵(𝑧)、𝐴(𝑧)と表す。 また、以下分母分子伝達関数の次数

がそれぞれn、mの時の ARMAディジタルフィルタをARMA(n,m)と表する。 

まず所望の幅周波数応答を設定する。前節と同じくLow-Pass Filter型の周波数応答を 



62 

 

Time/quefrency domain (in sample)     Frequency domain (in normalized freq) 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Specified magnitude response in dB 

 ↓ dB to natural log conversion 

 

 

 

DFT 

                    ← 

 

 

(c) Cepstrum       (b) Specified magnitude response  

↓ apply causal window       in natural log 

 

 

 

DFT 

                    → 

 

 

(d) Complex cepstrum      (e) DFT of complex cepstrum 

 

 

 

DFT 

                    ← 

 

 

(g) Minimum phase impulse response    (f) Exponent of above 

Fig. 4-3-1  ARMA approximation procedure of “Design method via complex cepstrum” 

 (continue) 
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Time/quefrency domain (in sample)     Frequency domain (in normalized freq) 

 

 

 

 

DFT 

                    → 

 

(h) Covariance seq. of above     (i) ARMA approximation using 

Mullis&Roberts algorithm 

Fig. 4-3-1  ARMA approximation procedure of “Design method via complex cepstrum” 

 

 

選んだが、前述のように楽器の共鳴系の周波数応答でもいいし、ヴォーカルのフォルマン

トでも、なんでもいい。 

 

ステップ (a)→(b)：希望振幅周波数応答は自然対数に変換する。（前節参照） 

 

ステップ (b)→(c)：自然対数の所望振幅特性自然対数の所望振幅特性𝐻
𝑑

(𝜔)の逆フーリエ

変換によりケプストラム𝑐𝑘を得る。 （前節参照） 

 

ステップ (c)→(d)：ケプストラムから複素ケプストラム�̂�𝑘を得るため、因果性のステッ

プ関数𝑢+,𝑘を定義して、それをケプストラムに乗じる。 

 

 (4.19) 

ただし 

  

(4.20) 

 

ここでケプストラムや複素ケプストラムの０次の項𝑐0(=𝑥0)は周波数域の対数振幅応答の

DC成分であり、つまりは周波数対数振幅応答の平均である。このケースでは0dBよりもだ

いぶ低い負の値であり、周りとは全く違う値に跳んでいる。 

 

ステップ (d)→(e)：因果的な複素ケプストラム𝑥𝑘をフーリエ変換すれば最小位相推移伝

達関数の推定の振幅と位相をそれぞれ実部、虚部として得ることができる。[9] 

 

ステップ (e)→(f)：上記に（複素）指数関数を適用すると実部は振幅特性に、また虚部

は対応した位相になる。これが最小位相推移伝達関数の推定である。[9] (e)と(f)で位相

に対応した虚部、もしくは位相が見た目で異なるのは、位相に翻訳されると-πからπま
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での主値に畳まれるためである。 

ここでステップ(e)では位相が複素ケプストラムのフーリエ変換として求まった時点で

は主値の問題はなかったのに、ステップ(f)で実際の位相になったとたんに-πからπまで 

に折りたたまった「主値」に収まった形になっている点に注意されたい。 

 

ステップ (f)→(g)：上記の逆フーリエ変換を取ることで最小位相列（インパルス応答）

ℎ𝑘を得ることができる。以上の過程がケプストラムを経由した最小位相列推定と言われ

る。[9] 

実際のプログラムでの計算ではDFTを用いる関係上、無限大までの係数列を用いる訳に

はいかず周期的なDFTによる異名現象が必ずつきまとう。上記の逆フーリエ変換で得られ

た最小位相列（インパルス応答）推定にはDFT長の後半に0を乗じるためハニング窓の半分

を使った重み関数を乗じている。 

 

ステップ (g)→(h)：上記の最少位相推移のインパルス応答の共分散列𝑟𝑘を定義式から得

る。 

 

 

 

(4.21) 

 

ここも実際にはウィーナーヒンチンの定理を用いてDFT、2乗（パワーを取る）、 逆

DFT、の手順により計算するのが早道である。 

 

ステップ (h)→(i)：ARMA(n,m)の近似を得るためには次数nだけ共分散列𝑟𝑘を、次数mまで

インパルス応答列ℎ𝑘を求めておき、これらからMullis&RobertsアルゴリズムによりARMA伝

達関数の近似𝐻(𝑧)（式(4.18)の𝑎
𝑘
、ｂ

ｋ
）が得られる。 

 

以上の近似例では所望の特性を振幅周波数特性として、所望の位相はなしに複素ケプ 

ストラム経由で最小位相推移数列を求めることでARMAの近似を得た。つまり最小位相と言

う拘束の中で希望振幅周波数応答に応じた位相が与えられている。実際のアプリケーショ

ンでは時間域の応答も近似の中で考慮したい場合もある。本章の最初の方で示したよう

に、アコースティック楽器のインパルス応答を、非巡回型フィルタによる直接畳み込みで

はなく巡回型フィルタで近似したい時などがその典型例である。その場合は所望の特性を

測定から得られたインパルス応答そのものとし、その共分散列を計算し（手続き３から始

める、上記のステップで(g)→(h)から始めることになる）てそれらにMullsi&Robertsのア

ルゴリズムを適用すればよい。[8] 

比較のため前節のFig.4-2-3のARMAシステムの振幅応答の近似の例を本手法に適用した

場合をFig.4-3-2に示す。 
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Fig. 4-3-2  Responses of the ARMA target system, it’s AR approximation 

and ARMA approximation with proposed method 

 

 

オリジナルのARMA(4,4)の近似をAR(4)（Levinsonアルゴリズムによる）と「複素ケプス

トラムを経由する設計法」で近似しARMA(4,4)を比較している。ARMAの近似は良すぎて元

のARMA(4､4)の振幅応答と重なってしまっているので、ナイキスト周波数以上のところで

は元のARMAの応答をわざと残してプロットして見た。AMRA(4,4)による本手法の近似精度

がいいのは、そもそもARMA(4,4)の振幅応答を近似するにはARMA(4,4)で必要十分である、

と言う意味である。必ずしも本手法が素晴らしい、と言う訳ではない。 

Mullis&Roberts のアルゴリズム自体の詳細については本稿の範囲を超えていると思う

ので特に扱わない。Levinsonのアルゴリズムとともに、ARシステム同定、もしくはARMAシ

ステム同定のため線形方程式を解く行列式の特別な性質を利用して、高速に解を得る解法

である。[6][8] 

共分散列は位相を無視したパワースペクトラムの反映である。一方インパルス応答は位

相の反映である。インパルス応答も使うMullsi&Robertsのアルゴリズムでは、インパルス

応答の冒頭部をMA次まで一致させることができる性質ゆえに、そのARMA近似にはなんらか

の所望位相特性と言うものも加味させることができる。この性質も楽音合成でアタック

（楽音の頭の部分）のニュアンスが問題になる場合に役に立つ、「使える」性質である。 
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４－４ まとめ 

本章では任意の形の振幅周波数応答仕様を満たすディジタルフィルタを近似・設計する

手法について述べた。この属のディジタルフィルタ設計手法は、楽器の共鳴胴のように楽

音の発音機構が固有に持つ様々な形状の振幅応答を、効率良く小さなDSP演算量で実現す

るARMAディジタルフィルタを与えるため、電子楽器、電子音響機器の実現では重要な技術

となる。 

ここで述べた２種のディジタルフィルタ近似手法、「極零分配法によるARMAフィルタ設

計法」と「複素ケプストラムを経由するARMAフィルタ設計法」は低域通過関数や帯域通過関

数のような帯域選択型のディジタルフィルタの近似だけでなく、任意振幅周波数応答の近

似手法になりうるもので、その点でこれらの手法が発表された当時（1980年前後）、画期

的なディジタルフィルタ設計手法であったし、その価値は今も色褪せていない。４－４節

では幾つかの振幅周波数応答を例に両設計法の得手不得手と、そもそもこれらの設計法の

性能を示す。 

Fig.4-4-1は ギターアンプ（この例ではMarshall 1960）のスピーカの振幅周波数特性

を再現する巡回型フィルタの設計をした例である。(a)は横軸周波数でプロットしてい

る。オリジナルの周波数特性は細かい山谷が沢山あるが、ARMAの近似は極零16次16次（山

谷が８個づつで全体を近似することとなる）で、大まかな周波数特性の山谷による近似と

なっている。 

 

 

 
(a)  Plot of linear frequency axis 

Fig. 4-4-1 ARMA approximatioin of the Impulse response of 

"Guitar-amp" speaker (Marshall 1960) 

(continue) 
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(b)  Plot of log frequency axis 

Fig. 4-4-1 ARMA approximatioin of the Impulse response of 

"Guitar-amp" speaker (Marshall 1960) 

 

 

この例では「複素ケプストラムを経由する設計法」を適用して順当にARMA(16,16）の近

似を得ているが、「極零分配法による設計法」ではLevinsonのアルゴリズムが発散してエ

ラー（こういう状況は"Ill condition"と呼ばれている[5]）となって答えを得ることがで

きなかった。 

これはLevinsonアルゴリズムがピークは綺麗にトラックするが、それをスペクトルを逆

数にしてLevinsonアルゴリズムで零点の推定をするので、所望振幅応答にありがちな鋭い

ディップに過剰に反応してしまうからだ。こういうケースは「複素ケプストラムを経由す

る設計法」が良い近似を与えるので、無理に結果を得るようなアリゴリズムの改善のよう

な試みは意味がないので、特にしていない。 

「複素ケプストラムを経由する設計法」ではこの近似例のようにスペクトルの山は重視

して近似する一方、谷は適当に流してくれる。場合によっては多少オーバー気味に減衰を

与えることで、山谷全体の減衰量を適切に維持する、という器用さを発揮することもあ

る。 

次にFig.4-4-2にマウスで描いたような二つの山～音声のフォルマントを模したつもり

～のある振幅周波数応答を近似する例を示す。本例では「極零分配法」、「複素ケプスト

ラムを介する近似手法」の両方の比較ができる。それぞれの近似に良いところがあり、優

劣はつけがたい。 



68 

 

 
(a)  Plot in linear frequency axis 

 

 
(b)  Plot in log frequency axis 

Fig. 4-4-2 ARMA approximation of twin-peak spectrum 

 

 

これらの近似例を見て分かることは、「複素ケプストラムを経由する設計法」の方は山

を重視して、谷では近似精度を少々犠牲にしているのに対し、「極零分配法による設計

法」はトランジェントに重きをおき、山でも谷でも均等な重みをおいた近似を与えている

ことである。このように、「極零分配法」では人間が周波数応答を見た時主観的に好まし

い感じに、角張ったところを重視した近似結果を得ることができる。このため、マウスや

ペン入力で振幅周波数応答の目標を与える場合、こちらの手法の方が好ましい近似を与え

る。逆にスペクトルのディップを適当に無視する「複素ケプストラムを経由する設計法」

の方は、スペクトル包絡の推定にも向いている。そのまま与えてスペクトル包絡も重視し 
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(b) BPFs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) LPFs 

Fig.4-4-3  Comparisons of various ARMA digital filter design methods [11] 
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つつ小さな次数でのARMA近似が欲しい時には、こちらの手法の方が近似が好ましい。生楽

器などの荒々しい山谷の多い振幅周波数応答を近似するARMAフィルタが必要なときなどに

適している。またインパルス応答の情報を使うため、インパルス応答の近似も重要な場合

や、位相応答を再現したい場合（インパルス応答を重視すると言うことは位相の再現性も

ある程度あると言うことになる）にもこの手法が有効である。 

総合的に見ると「複素ケプストラムを経由する設計法」の方が一般性が高く、ほとんど

の希望特性で良い近似を与える。 

Fig.4-4-3では、幾つかの統計的設計手法～ARMAディジタルフィルタ設計法（筆者提案

の「複素ケプストラムを経由する設計法」[7]、Shraf、Lubbyの「統計的設計法」[1]、

「極零分配法」[4]、小林、今井の「２乗平均誤差評価(MSEC)による設計法」[2]）、もし

くは極零伝達関数推定法（Kopecらの「ホモモルフィック予測法」[10]）～の近似精度

を、帯域選択型応答（(a)は帯域通過関数、(b)では低域通過関数）において比較してい

る。遷移幅はサンプリング周波数の1/100、通過帯域幅は1/10とした。[11] 

通過域のリップルとトランジェント部の余分なピークの少なさ、それに阻止域の平坦

さ、どれをとっても「複素ケプストラムを経由する設計法」と「極零分配法」が勝ってい

るのが見て取れる。 

 

本研究では振幅応答近似のみを扱っているが、楽音合成には振幅応答と群遅延の両方を

近似しなければならない課題もあり[12]、こうしたケースでは筆者らが文献[3]で提案し

た「振幅応答、群遅延応答同時規定によるARMAディジタルフィルタの設計」が有効に使え

る。 
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５ ARMAディジタルフィルタによる任意振幅周波数応

答の近似法の改善 

５－１ はじめに 

前章で扱ったARMAディジタルフィルタの振幅周数応答近似の手法、統計的設計法と総称

される設計法は、LPFやBPFのような帯域選択型のディジタルフィルタの近似だけでなく、

任意振幅周波数応答の近似手法になりうるもので、その点でこれらの手法が発表された当

時（1980年前後）斬新なディジタルフィルタ設計手法であった。しかしながら、この種の

ディジタルフィルタ設計法は、楽音合成や音響的な問題への応用を考えると、まだ不十分

であった。周波数尺度に関しては、音声などのスペクトル推定での研究[1]はあったが、

ARMAフィルタの任意振幅周波数応答近似と結び付けての研究はなかった。[2] 

本章では分母分子の次数が同じARMAディジタルフィルタに周波数変換を適用すると、対

数周波数尺度での近似性能が著しく向上し、低域での近似が極めて向上することを示す。

また結果として得られる伝達関数は周波数変換を施す前の分母分子伝達関数の次数と変わ

らず、計算資源を余分に費やすこともない。[3] 

ARMAディジタルフィルタの統計的設計法は、元々持っていた良好な対数振幅特性の近似

性能と、本章で述べる周波数変換法による対数周波数尺度での近似性能の向上の２つを持

って、電子楽器・電子音響機器への適用が十分な性能を持つに至ったと言える。 

本章では、５－２節では対数周波数尺度の必要性を、５－３節では周波数変換をいかに

応用して対数周波数尺度での近似性能向上を果たすかを述べる。 
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５－２ 周波数尺度の問題 

 まず、直線周波数尺度と対数周波数尺度で、同じ振幅周波数応答がどのように見えるか

をFig.5-2-1に再度示す。青線の周波数特性は、ギターアンプ（この例ではMarshall 

1960）のスピーカの振幅周波数特性を再現するための、インパルス応答のフーリエ変換に

よって得た振幅周波数応答である。(a)では直線周波数軸でプロットしており、(b)では対

数周波数軸である。オリジナルの周波数特性は 細かい皺が沢山あるが、赤線のARMAの近

似は極零ともに16次（山谷が８個づつで全体を近似することとなる）で、周波数特性の山 

 

 

 
(a)  Plot in linear frequency scale 

 

 
(b)  Plot in log frequency scale 

Fig. 5-2-1  ARMA approximation of the Impulse response of "Guitar-amp" speaker 

(Marshall 1960) 
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谷の外形を捉えた近似となっている。 

こうして近似特性を周波数軸を直線尺度と対数尺度の両方で見ると、大きな問題に気づ

かされる。(a)のように周波数軸を直線尺度でプロットするとなかなか良い近似をしてい

るように見えるが、(b)のように対数周波数軸でプロットすると、楽音用途で考えると低

域での近似に問題を感じざるを得ない。1kHz以下の帯域はナイキスト周波数 （サンプリ

ング周波数44.1kHzでは22.05kHz）以下全体では全体の5%分に過ぎない。ARMAディジタル

フィルタの統計的設計法では、基本は周波数尺度がリニアである。そのため貴重な極零を

むしろ1kHzから上の帯域（全帯域で言えば残り95%の帯域なのだが）に費やすことにな

る。しかし、人間の聴覚は対数周波数的に周波数レンジを知覚しているので、このように

低域における近似精度が悪いのでは芳しくない。むしろ5%に過ぎない低域にもっと極と零

を割いて近似精度が高い方が好ましい。今のままでは95%の周波数帯に、あらかたの資源

で無駄な投資をしていることになる。ディジタルフィルタの設計手法がリニア周波数尺度

で動いていては、全体の5%に過ぎない1kHz以下が重要でない扱われ方をする。結果。数

100Hzという、音楽にとって非常に重要な帯域がないがしろにされる。 

Fig.5-3-1(b)で1kHzより左（下の帯域）が全周波数範囲の「半分」になっているのは、

1kHzと言う値が「全周波数帯域の真ん中」であるとヒトが自然と考えるからである。さら

に言えば、たとえば100Hzは全内帰すと周波数の0.5%程度である。しかし、楽器の音は例

えば普通のピアノの最低音はAで27.5Hzなのである。ディジタルフィルタはこの周波数ま

では普通に扱えないといけない。しかし、それは「任意振幅周波数応答ディジタルのフィ

ルタの設計問題」にはきびしい問題なのである。 

これが周波数尺度の問題である。対数周波数尺度での振幅応答近似特性を改善するアイ

デアが必要である。 

５－２節では周波数尺度の問題がどのように楽音合成問題で重要であるかを示したが、

５－３節では周波数変換法をいかに導入することでこの問題を解決できるかを示す。 
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５－３ 周波数変換による改善 

前節で見たように、楽音合成や音響用の用途で任意振幅周波数応答を持つ巡回型ディジ

タルフィルタを近似する場合、周波数尺度は直線のままでは良い近似とはならない。ヒト

の聴覚が対数周波数尺度で音を聴いているために、なんらかの方策でディジタルフィルタ

の設計も対数周波数尺度に適応しなければならない。方法としては、①誤差規範上、低域

ほど重みを大きくする、②周波数変換法を使う前提で、所望振幅周波数応答の低域をあら

かじめ直線周波数軸での中央に持ってきて、近似を得た後元の周波数域に戻す、の２つ対

応が考えられる。本研究では②の方法が簡便で実用上十分な性能を与えるので、こちらを

採用した。 

目標周波数特性の（例えば）1kHzが10kHzになるように10倍周波数方向にずらし、それ

を近似するディジタルフィルタの振幅周波数特性を、全体の形はそのままに10分の１の周

波数に戻すことを考える。こうした周波数変換の手法は色々提案されているが、次数が増

える（つまり演算量が増える）のが普通である。あるいは伝達関数は出ても実現不可能で

あるように見えたりする。色々な理由から、この手法はアナログでは良く活用されてお

り、ディジタルの場合はFIRフィルタでは素直に使われているが、ARフィルタやARMAフィ

ルタでは実現可能な伝達関数にならないとされている。[2] 

 

 
In linear frequency scale       In log frequency scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Specified magnitude response 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) ARMA approximation of / thin line - specification, thick – ARMA approximation 

(continue) 
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In linear frequency scale       In log frequency scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Pre-warped specified magnitude response 

/ thin line - original specification, thick - pre-warped specification 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) ARMA approximation of (c) / thin line - specification, thick - ARMA approximation 

 
(e) Warped ARMA approximation 

/ thin line - original specification, thick - ARMA approximation using freq. warp 

Fig. 5-3-1  ARMA digital filter design and frequency warp method 

 

 

Fig5-3-1に提案のARMA近似手法＋周波数変換の過程を模式的に示す。左側は全てリニア

周波数尺度、右側は全て対数周波数尺度の表示となっており、左右のプロットは必ず同じ

特性のプロットとなっている。 

 

ステップ (a)→(b)：(a)は近似したい所望振幅特性の例であるが、これを(b)ではなんら

かのARMAフィルタ設計法でARMA近似を得ている（赤線で示した）。(a)の右では対数周波数

軸のため、中心周波数は1kHz（103Hz）に見えている。こうして(a)、(b)を比較してみると
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ディジタルフィルタの近似手法は（本例では44.1kHzのサ ンプリング周波数を想定してい

るので）10kHzを中心とした線形な周波数の世界で振幅応答を捉えるため、元々音楽的な

ニーズでディジタルフィルタの設計手法に求められるような1kHz以下の周波数帯は全体の

20分の1の非常に小さな範囲のこととなり、近似を得る際にはこのような低い周波数域の

所望特性の細かいところはほとんど無視されてしまう。 

 

ステップ (c)：そこで後で周波数ワープをすることを仮定して、まず所望振幅特性を高い

方向に寄せるように周波数変換、プリワープしたとする。1kHz以下の領域を10kHzくらい

まで上げるとすると数倍から10倍程度のワープが望まれる。ここでは約10倍のプリワープ

をするものとして図を描いているので、100Hz辺りにあったピークは1kHzあたりにプリワ

ープしている。ここで言うプリワープは伝達関数を操作する訳ではなく、あくまで所望振

幅応答を伸び縮みさせるワープである。 

 

ステップ (d)：その所望振幅特性に対して、また同様なARMA設計法でARMA近似を得ると、

今度は100Hzのピークも1kHzのあたりに来るので、ピークの概形をトレースしたARMAの近

似（赤線）が得られる。 

 

ステップ (e)：最後にARMA伝達関数を周波数変換手法で伝達関数として周波数変換＝ポス

トワープする。元の周波数に戻すため、プリワープの逆数＝1/10の周波数変換を施す。

1kHzのピークが最初に所望特性の100Hzの辺りに戻る。(a)と比べると低域における近似制

度が大きく向上する。 

 

以上がARMA設計手法に周波数変換を組み合わせて、音・音楽に重要な中低周波数域の近

似精度を上げる手法の過程である。 

ARMAディジタルフィルタの周波数変換について説明しよう。Fig.5-3-2は元になるARMA

ディジタルフィルタである。周波数軸をワープさせるため、このz-1の項をそれぞれ全域通

過伝達関数で置き換えたのがFig.5-3-3(a)である。置き換える全域通過関数としては１次

の全域通過関数Fig.5-3-3(b)を用いた。するとこの一番左側の加算器とG()、a1の乗算から

加算器のマイナス入力のループに、ディレーフリーループが発生することに気づく。すな

わちFig.5-3-4のブロック図は、伝達関数として概念的には存在しうるのに、ソフトウェ

アやハードウェアとして実現できないということになる。[2] 

実は、ARMA伝達関数で、その分母、分子次数が同じ場合、z-1を全て１次の全域通過伝達

に置き換える形式のシンプルな周波数変換（ワープ）では、分母、分子の伝達関数を整理

することで、実現可能でかつ元と同じ次数のARMA伝達関数が得られる。（すなわち周波数

変換をしてもをしても演算量が増えない）そこで所望周波数特性を予めワープしてARMAデ

ィジタルフィルタの近似を得、その後フィルタ自体を周波数特性上逆方向にワープする

と、比較的低い次数で、元の所望特性を低い周波数領域でより良く近似するARMAディジタ

ルフィルタを求めることができることに気づく。 

その過程を式を追って説明しよう。 
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Fig. 5-3-2  Original ARMA Digital filter 

 

 
(a) Modified ARMA Digital filter (z replaced with G(ζ)) 

Fig. 5-3-3  Realization of warped ARMA digital filter 

 
(b) G(ζ) : All-pass filter 

Fig. 5-3-3  Realization of warped ARMA digital filter 

 

 

 



79 

 

周波数変換前の元々のARMAディジタルフィルタの伝達関数H(z)を以下とする。 

 

  

 

(5.1) 

 

（a0=1 の制約は実現可能な巡回型フィルタであるためである点に注意）Nは分子MA項の次

数、Mは分母AR項の次数である。角周波数θにより以下のようにz平面を評価すると周波数

特性が求められる。 

 

  (5.2) 

 

例えば角周波数θでの振幅応答は以下となる。 

 

 (5.3) 

 

ここでもう一つ複素変数ζを導入し、同様に新しい角周波数としてωを導入し、ζを単位

円上で評価する。 

 

 (5.4) 

 

ここでzとζを以下の全域通過係数αの全域通過関数で関連づける。 

 

 

 

(5.5) 

 

この関係を使ってzをζを通じて（θをωを通じて）評価すると、全域通過関数G()によっ

て周波数軸が歪んだ評価を受けることになる。zとζが全域通過関数で非線形に歪んだ対

応関係でマッピングされることで、周波数変換を得ることができる。 

ワープの具合を見るには、上の式をまとめることによりθとωは以下のように関連づけ

られる。 

 

 

 

(5.6) 

 

 

(5.7) 

 

上式はωが零近傍では以下で近似できる。 
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 (5.8) 

 

この乗数項をワープ係数rとすると以下となる。すなわち 

 

 

 

(5.9) 

 

全域通過係数αについて解くと、あるワープ係数rが決まった時のαを求めることができ

る。 

 

 

 

(5-10) 

 

Fig.5-3-4に様々なワープ係数rについαを求めて周波数のワープの様子プロットしたも

のを示す。x軸はθでありy軸はωである。元の周波数軸θから新たな周波数軸ωへの写像

の様子を見るものである。原点付近の傾きはrとなっており、それより高い周波数でπ

（もしくはナイキスト周波数）に向けて徐々に元の周波数に戻る様子が判る。プリワープ

ではr=8などを正の大きな値を適用し、後のフィルタ自体のワープにはその逆数のr=0.125

など を適用して戻せばいい。（rの値が逆数同士のワープは互いに逆関数を与える）。 

 

 

 

(a)  in angular frequency [rad] 

Fig. 5-3-4 Mapping of frequency warp 
(continue) 
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(b)  in real frequncy [Hz] (sampling freq=44.1kHz) 

Fig. 5-3-4 Mapping of frequency warp 
 

 

ワープしたい掛け率をrとして上式でαを求めて、それによりG(ζ)を決めてH(z)に代入

する。それにより求まる新たな伝達関数H′(ζ)が求められる。こうして求められた

H′(ζ)はH(z)にFig.5-3-4の周波数ワープを施した応答（伝達関数）となる。 

 そのようなH′(ζ)はどのような伝達関数か見てみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5.11) 

 

最後の式を見るとM>Nの場合もM<Nの場合も結局、分母・分子ともM、Nの最大次数の方に

従うことが解る。逆に分母分子が同じ次数のとき、得られたH′(ζ)の次数はH′(z)の次数と

変わらない。（すなわちARMAディジタルフィルタとして見ると係数は変わるものの演算量

は変わらない）分母分子の次数が異なるものとして扱っているが、面倒だし次数が違う場

合大きい方に合わせて、小さい方の次数は係数が後半０とすれば同じことになる。したが

ってこの後はまとめて分母分子とも次数M（ARMA(M,M)）で代表する。 

そうすると上式は M-N=0 となるためとH′(ζ)は以下のようになる。 



82 

 

 

 

(5-12) 

 

 H′(ζ)の分母、分子の各ζのべきの係数を新たに�̃�𝑘,�̃�𝑘とする。 

 

 

 

(5.13) 

 

 

(5.14) 

 

ただし、ここで実現可能な巡回型フィルタとするためには分母の０次の項は１でなければ

いけないので、そのための補正をする。結果分母分子係数を�̅�𝑘,�̅�𝑘として再度定義するこ

とになる。[3] 

 

 (5.15) 

 

 

(5.16) 

 

 

(5.17) 

 

 

 

(5-18) 

 

次に具体的例でこ節の周波数変換の手法の有効性をFig.5-3-7に示す。Fenderの有名な

ギターアンプTwinReverbのスピーカの周波数特性をARMAで近似する。 

(a)に近似したい所望振幅周波数特性と「複素ケプストラムを経由する設計法」による

ARMAディジタルフィルタの近似を示す。例によって以下も含め左列と右列は同じ周波数特

性の直線周波数表示と対数周波数表示である。これを見るとARMA(16,16)であり、このく

らいの次数があると5-3-1図と同じく直線周波数尺度では全周波数域に渡って良い近似精

度が出ているように見えるが、対数周波数尺度で見ると、オーディオ的には1kHz以下の近

似精度はとても十分とは言えない。この例だと200Hz弱にあるピークの近似が全くできて

ない。 

 そこで(b)ではポストワープを期待してプリワープを行う。ここでは６倍のプリワープ

を施した。結果200Hzのピークは約1kHzにシフトする。同じように(a)では1.2kHz近傍にあ

ったピークは7kHzにシフトしている。これら二つの山を目印に見れば今後の結果の評価が

容易になる。(b)にはこの所望特性に対する「複素ケプストラムを経由する設計法」によ

る近似結果も示している。これら1kHz、7kHzのピークはうまく近似されているのが見て取 



83 

 

 
In linear frequency scale       In log frequency scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Specified magnitude response and ARMA approximation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Pre-warped specified magnitude response and ARMA approximation 

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

(g)  

(h)  

(i)  

(j)  

(k)  

(l)  

(m)  

(c) ARMA approximations of (b) and post-warped ARMA approximation 

Fig. 5-3-7  ARMA Digital filter approximation of Impulse response of "Guitar-amp" 

speaker (Fender Twin-Reverb)  using “Deign method via complex cepstrum” and 

frequency pre/post-warp method 

(continue) 
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In linear frequency scale       In log frequency scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) Specified magnitude response and final ARMA approximation 

Fig. 5-3-7  ARMA Digital filter approximation of Impulse response of "Guitar-amp" 

speaker (Fender Twin-Reverb)  using “Design method via complex cepstrum” and 

frequency pre/post-warp method 

 

 

れる。これが周波数変換（ワープ）の効能である。 

 このARMA近似をまたポストワープでもとに戻すのが(c)である。ポストワープ前後の近

似が重ねて表示されている。横方向にシフトしているだけなのがよく判る。 

 最後は(d)では元々の（プリワープ前の）所望振幅周波数特性とポストワープした最終

的なARMA近似を比較している。(a)と比べて主観的な近似精度は圧倒的に良いのが判るだ

ろう。200Hz、1kHzの山のみならず5kHz以下の細かい山谷の近似制度の改善が著しい。逆

に5kHz以上は少しだけおざなりなわけだが、それはオーディオ用ではこの程度で問題ない

訳だ。(d)の近似結果の右側、対数周波数表示を見ればそう思われるだろう。 
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５－４ まとめ 

本章ではARMAディジタルフィルタの統計的設計法の対数周波数尺度における近似性能の

向上を果たすために、周波数変換（周波数ワーピング）法が有効であることを示した。 

手続きは、所望振幅特性を最終的な周波数変換のワープ係数の逆数でプリワープをし、

いったん統計的設計法でディジタルフィルタの近似を得、その後、ポストワープで本来の

振幅応答に戻す。この簡単な手続きの追加で、低域の性能が大幅に向上することを示し

た。しかもポストワープの周波数変換で使う全域通過関数が１次であれば（実際、１次で

十分である）、得られるARMAディジタルフィルタの分母分子次数は変わらない。つまり周

波数変換の前と後では演算量が増えない。 

近年、DSPハードウェアの低廉化で大きな次数のARMAディジタルフィルタを用いたり、

FIR畳み込みと呼ばれているが、1000次から2000次くらいの分子伝達関数だけの非巡型デ

ィジタルフィルタ（FIRフィルタ）を使うなど、力技の商品も増えている。しかし、小

型・低廉で魅力的な商品を作るとき、ARMAディジタルフィルタのように小さなDSPリソー

スで十分な近似性能が得られる手法は相変わらず大切である。 

要求DSPリソースが小さくなれば、また別のDSP的顧客価値を提案することができよう。 

本章で扱った周波数尺度の問題は、音声分析などでのメル周波数尺度導入と同じ目的の

話しである。[1]楽音合成や電子音響機器では音のクオリティーに対する要求が非常に高

く、そのためサンプリング周波数が非常に高い。最低がCD（CompactDisk）と同じ44.1kHz

で、最近では192kHz、384kHzの商品も出ている。それに比べて、音声で分野ではフォルマ

ントがしっかりと扱えれば細かいところは気にされず、サンプル周波数は10kHzから20kHz

が主流である。そのため、音声ではもっと緩いメル周波数尺度で十分だったが[1]、楽音

合成や音響応用では対数周波数尺度そのものが要求される。[3]実際には、周波数変換法

は本当に周波数尺度がメルになるわけでもないし対数周波数尺度になるわけでもない。し

かし、実効的に同じような効果を得ることができる。 

 以上で、統計的設計法によるARMAディジタルフィルタの任意振幅周布端数応答設計法と

周波数変換法を組み合わせた、電子楽器・音響機器向けで任意振幅周波数応答を実現する

ARMAディジタルフィルタ設計法の一連のプロセジャーが完成した。次章ではその応用例に

ついてもう少し見てみよう。 

 

 

 

＜第５章の参考文献＞ 

 

[1] 今井、住田、古市：“メル周波数 音声合成のためのメル対数スペクトル近似（MLSA）

フィルタ”、信学論(A) ,J66-A ,No.2, pp.122-129、1983 年（昭 58-02）.  

[2]  例えば Strube, H.W. :"Linear prediction on a warped frequency scale", JASA 
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Zoelzer,U. :"DAFX: Digital Audio Effects" Chapter 11, 2002, John Wiley & sons. 
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６ ARMAディジタルフィルタの電子楽器・音響機器へ

の応用 

６－１ はじめに 

本章では任意の形の振幅周波数応答仕様を満たすディジタルフィルタを近似・設計する

手法の応用について述べる。 

応用については、第３章で定義した大きく言って２種類の楽音合成モデルそれぞれにつ

いて節をあてて述べる。そこで示したFM音源と組み合わせて電子楽器用音源と、楽器アン

プの持つ回路やスピーカが実現している周波数特性を近似する音響再生機器を、任意振幅

周波数応答を持つディジタルフィルタを使った楽音合成モデルとして、本章では応用例を

示す。それぞれに目標となる振幅周波数応答が対数周波数尺度の上で表現され、それをう

まく近似することで、最終的な楽音の品質が担保される。 
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６－２ ARMAディジタルフィルタのヴォーカル音合成への応用 

この節で示す楽音合成モデルは、1983 年に始まった FMシンセシスを採用したエレクト

ーンでのヴォーカル（合唱）音合成をなぞって同じような楽音合成をして見せた例であ

る。すなわち３－２節で説明した「FM音源とディジタルフィルタによる電子楽器音源」で

ある。 

最初の FMシンセシス採用のエレクトーン FX-1では巡回型ディジタルフィルタを採用し

て、ヴォーカル音やオーボエ音などの固定フォルマントの振幅周波数応答を持った楽音を

合成していた。巡回型フィルタとしては AR フィルタ（全極型巡回型フィルタ）を使って

いたため、効率の悪い信号処理を行っていたが、HX-1では筆者の開発による ARMAフィル

タ（極零型 IIRフィルタ）が採用され、音楽的に向上したヴォーカル音に必要なフォルマ

ントが効率的に付与された。その楽音合成の過程をシミュレートすることで、ARMAディジ

タルフィルタによるフォルマントの実現について説明する。このような楽音合成モデルを

３－２節、Fig.3-2-1で説明している。 

固定フォルマントのヴォーカル音合成のためには、まずフォルマントの周波数を決めな

ければならない。様々な音声の文献に多くのデータが載っているが、それらを参考に

Table 6-2-1のように第一、第二フォルマントを決めた。男性（Male）コーラスと女性

（Female)コーラスで母音'a'と'o'を表すフォルマントを示す。（本例は当時のエレクトー

ンで使われたフォルマント周波数ではなく、あくまで似た様な音を同じような手続きで発

生させる例として示す）男性の母音から女性の母音は各フォルマントの周波数を約 1.3 倍

（母音'a'で）、約 1.4倍（母音'o'で）したフォルマント周波数としてある。フォルマン

トとしては第三、第四とより高次のフォルマントも存在するが、最小限度第一と第二のフ

ォルマントを実現することで母音として聴こえる楽音を発生できることが一般に知られて

いる。 

 

 

 Formant 1 Formant 2 

Male ‘a’ 700 1100 

Female ‘a’ 910 1430 

Male ‘o’ 420 800 

Female ‘o’ 590 1150 

Table 6-2-1  Table of formants ‘a’/‘o’ for male and female vocal sounds 

 

 

これらの周波数を元に ARMA ディジタルフィルタの設計の目標値になる所望振幅特性を

発生させた。この例では多少とも所望特性に近い近似を得られるように１２次の極零近似

を（ARMA(12,12)）を用いたが、当時のエレクトーン（HX1）では８次（ARMA(8,8)）が用

いられていた。Fig.6-2-1 に男性の'a'（Male 'a'）の例でフォルマントを持つ ARMA ディ

ジタルフィルタの設計の過程を示す。 
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In linear frequency scale       In log frequency scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Pre-warped specified magnitude response 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b)  ARMA digital filter approximation and post-warped version of it  

Fig. 6-2-1  ARMA digital filter approximation for Male 'a' vocal sound 

 

 

Fig.6-2-1(a)は直線周波数軸、対数周波数軸での所望特性と ARMA近似結果を重ねて表

示している。（第５章のステップ(c)、(d)に対応する）(a)の所望特性を得るのに Table 6-

2-1表のフォルマント周波数を予め式(5.6),(5.7),(5.10)（Fig.5-3-4(b)の周波数変換）

で１０倍のプリワープを行い、それによる台形状の周波数特性で第一、第二フォルマント

を近似した。 

Fig.6-2-1(b)は直線周波数軸、対数周波数軸で ARMA 近似結果を表示（赤線）してい

る。ARMAディジタルフィルタの近似手法としては 「極零分配法による ARMA フィルタ設計

法」を用いた。予め１０倍のプリワープを行っているので 1/10 のポストワープを適用し

て、本来の周波数に戻した。（緑線） 

次に、源音の発生が必要となる。実は FMシンセシスには色々なアルゴリズムが存在す

るが、このような固定フォルマント構造を顕著に持つ楽音の合成のためには、移動フォル

マントが強いと却って邪魔になるので、倍音としてはほぼ全ての整数倍音（基音とその整

数倍の周波数成分）を持つ合成方式が良い。そのため Feedback FMと呼ばれる FM の一種



90 

 

の楽音合成アルゴリズムが用いられる。[1]その波形とスペクトルを Fig.6-2-2(a)に、を

G3（ピッチ周波数＝391.6Hz）の単音の例でに示す。Feedback FMでは鋸歯状波（Sawtooth 

waveform）にほぼ近似な波形が合成が可能で、そのため(b)のスペクトル（ハニングの窓

関数を掛けて FFT をして得た）に見るように、スペクトルエンヴェロープはｎ次の倍音に

対してだいたい振幅が 1/n 倍となっている。すなわち-6dB/octのスペクトルエンヴェロー

プとなっている。（本来なら Feedback FMをどのような式で合成したかを書くべきところ

だが、本稿の目的とは違う割にあまりに紙数を費やすのが分かっているので省略する。

[1] を参照されたい） 

 

 
In time domain        In frequency domain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Feedback FM synthesis (pitch = G3/391.8Hz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Feedback FM synthesis (4 notes of chord G) 

Fig. 6-2-2  Time domain synthesis of Feedback FM 
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４声からなるの Gコードの和声を合成して直線様のエンヴェロープを掛けたのが Fig.6-2-

2(b)の時間域波形とスペクトルである。 

ここで、Appendix に示すオーディオサンプルとの対応を示す。 

 

Fig.6-2-2(a) Feedback FM sound (mono tone)   

Track1/Synthed_FBFMmonotone.wav  

Fig.6-2-2(b) Feedback FM sound (4 notes chord G)   

Track2/Synthed_FBFMsound.wav  

 

 

 
In time domain        In frequency domain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Formant realization of Male and Female ‘a’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)  Formant realization of Male and Female ‘o’ 

Fig. 6-2-3  Time domain synthesis of Feedback FM with ARMA (12,12) to realize 

formant for Male and Female chorus sounds 
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さてこの基本シンセシス音に ARMAフィルタを掛けよう。男性・女性の'a', 'o'の ARMA

ディジタルフィルタの特性を Fig.5-4-4-(a)（'a'）、Fig.5-4-4-(c)（'o'）の左側に示

す。図中のノーテーションにあるように、 女性音の合成のためには男性のフォルマント

に対しそれぞれ 1.3倍、1.4 倍のワープを掛けることで ARMA 近似を生成した。これらは結

果として Table 6-2-1の男性、女性の’a’、’o’のフォルマンとができるように調整されてい

る。6-2-2(b)の FMシンセシスの現音にこれら４つのフォルマント合成用 ARMA ディジタル

フィルタを掛けたのが 6-2-3(a)、(b)の右側のスペクトルである。(a)の’a’では Warp=1.0

とあるのが Maleで、Warp=1.3 とあるほうが Female である。(b)の’o’では Warp=1.0とある

のが Maleで、Warp=1.4とあるほうが Female である。 

Appendixに示すオーディオサンプルとの対応を示しておく。 

 

Fig.6-2-3(a) Feedback FM sound with Formant Male ‘a’  

Track3/Synthed_ FBFMsoundWFormant_M_a.wav  

Fig.6-2-3(a) Feedback FM sound with Formant Female ‘a’ 

Track4/Synthed_ FBFMsoundWFormant_F_a.wav  

Fig.6-2-3(b) Feedback FM sound with Formant Male ‘o’ 

Track5/Synthed_ FBFMsoundWFormant_M_o.wav  

Fig.6-2-3(b) Feedback FM sound with Formant Female ‘o’  

Track6/Synthed_ FBFMsoundWFormant_F_o.wav  

 

このように周波数変換による周波数特性のワープには、一つのプロトタイプフィルタか

ら様々な周波数的シフトを持たせたバージョンを効率的に発生させられる、というメリッ

トもある。 

このような固定フォルマントによる楽音合成はヴォーカル音以外にもダブルリード族

（オーボエ、バスーンなど）やヴァイオリン族でも有効である。ARMA ディジタルフィルタ

は静的なフォルマントが必要な場合には低コストで効率のいい実現手法である。後にサン

プリング音源（ヤマハの呼称では AWM音源）の一般化、低廉化で時代遅れの手法となり廃

れたが、それまで低コストの ARMAフィルタは電子オルガンでのオーケストラ音色の実現

のための有効な武器だった。 
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６－３ ARMAディジタルフィルタの楽器用アンプリファイアへの応用 

本節では３－２節で説明した「ディジタルフィルタとアンプリファイアによる音響再生

機器」でも楽器用アンプのスピーカの周波数特性の再現の応用例を示す。 

ところで、そもそも楽器用アンプの周波数特性を真似る、ということの実際上の意味合

いがなかなか理解しがたいことかも知れない。この理解のためには、電気電子楽器用再生

系と HiFi再生系の基本的な違いについて説明する必要がある。 

 HiFi再生系では原音忠実が要求される。したがって、低域から高域まで、可聴帯域の周

波数成分は全て歪みや強弱のぶれなく再生したいので、できるだけ平坦な周波数特性で歪

のないスピーカとエンクロジャー（スピーカを実装する箱）の選択や設計を行う。 

 それに対して楽器用ではかなり事情が異なる。まず楽器用再生系は価格帯が低いことが

多い。顧客は楽器にお金を払ってもその再生系にまでは楽器自体に掛けるほどのコストを

払いたがらないのが通常である。結果として、楽器音再生系はHiFiよりもコスト資源が低

いことが多い。また、楽器用再生系ではHiFi再生に比べると大きな音量を扱う。HiFi再生

系はピーク出力こそ高いが恒常的な出力パワーは相対的に低い。楽器用ではそれに対して

持続的な出力パワーを要求されることが多い。しかも低音が鳴る楽器が多く、そうなると

低域再生能力が大きくないといけない。低域再生能力が必要な場合、スピーカのコーンは

絶対的な振動振幅が大きくなる。この意味でも大きな振幅の扱いをできなければならい。

さらに言えば、楽器用再生系は素人が使うため、ぞんざいな取り扱いをされる。過大入力

を入れられること機会も多い。そういうもろもろの大音量を扱いながら、耐久力もなけれ

ばいけない。 

また電気楽器のアンプの特殊性として、音楽的需要としてHiFiである必要がない、もっ

と言うとHiFiであったらだめだ、ということがある。エレキギターの音はある程度こもっ

ていて中高域にピークがあるのがポイントである。この高域のロールオフとピークのある

独特の周波数応答の再生系を使用しないと「ロックなエレキの音」にはならにない。 

 このような様々な理由から、楽器用スピーカ再生系は平坦な再生能力や低歪よりも、パ

ワー、能率、許容入力、耐久性、高域や中域の広さを追求するよりも中域なりなんなり、

扱う楽器の得意とする帯域にある程度絞った音作りや耐久性や再生能力を持たされること

となる。ギターでは上記であったが、一方、鍵盤楽器では低域から高域までかなり万遍な

く音を再生することを要求される。それでも耐久性や能率に最大限の注力することとなる

ので、HiFi再生系に比べればかなり周波数レンジの狭い再生系とならざるを得ない。 

このような制約と特色のあるギターアンプや鍵盤楽器用アンプの音、それも歴史上の名

機などの音を再現するとなると、いきおいその帯域の狭い独特の振幅周波数数応答を再現

するため、ディジタルフィルタでその近似を行う必要性が生まれる。 

以下、こうした応用としては分かり易いギターアンプの周波数特性の近似の問題を示

す。４－４節、５－２節で一回示した例であるが、ここでは周波数変換の効果を細かく吟

味し、楽音合成モデルに組み込んで実際の合成音を得てそれを示す。楽音合成モデルは

Fig.3-3-1に示した。ARMAディジタルフィルタは真ん中に位置している。本来の楽器用ア

ンプではパワーアンプ以後、スピーカの音響放射により形成される振幅周波数特性を、こ

のARMAディジタルフィルタで近似する。  
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in linear frequency scale       In log frequency scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Approximation without warp method  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)  Approximation with warp method 

Fig. 6-3-1  ARMA approximation of IR of Guitar amplifier SP (Marshall 1960) 

 

 

ここではARMAディジタルフィルタの近似がどの程度のパフォーマンスがあるかを見るこ

のが目的なので、エレキギターの音を実際のギターアンプ入力に入れ、アンプリファイア

の出力を録音したものをまず基準とする。その上で、その波形がギターアンプのスピーカ

の持つ周波数振幅応答でどのような変形を受けるかを見る。合成波形は時間域で見ても周

波数域で見てもあまり優位な情報は得られない。前節と同じく聴感で聴いて判断するのが

一番である。そういうわけでAppendixにオーディオサンプルを付けた。 

スピーカ再生形の周波数特性のように、周波数特性のディップは適当に無視してピーク

をフォローした周波数特性とした方がいい、あるいは多くのディップがあって、あまり

個々に深入りせずに周波数特性の外形を取った方がいい場合、「複素ケプストラムを経由

した設計法」をARMA近似に採用するのがいいことが、経験上分かっている。 

そこで、この場合の仕様特性について少々説明をしておく。４－２節で述べたように、

通常「複素ケプストラムを経由した設計法」では、仕様周波数振幅応答からスタートする

場合、ケプストラムを経由して最小位相列推定を行い、共分散列もウィナーヒンチンの定
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例から求めて、これらをMullis&Robertsのアルゴリズムの入力とする。 

 Fig.6-3-1ではMarshall 1960ギターアンプの周波数特性を近似している。(a)では周波

数変換を用いずに、振幅周波数特性をARMAディジタルフィルタで近似している。例になら

って左側は直線周波数尺度で、右側は対数周波数尺度で示した。次の(b)では周波数変換

をワープレシオ＝６で近似した結果である。見てのとおり、Marshall 1960の特徴である

100Hz周辺にある周波数特性の山が、周波数変換を適用することで綺麗に再現できてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                   (b) 

(a) Without Frequency warp method     (b) With Frequency warp method 

Fig. 6-3-2  Impulse response of ARMA(16,16) (Marshall 1960) 

 

 

 また、Fig.6-3-2(a),(b)ではインパルス応答を比較している。(a)は周波数変換を用い

ないとき、(b)は周波数変換を用いたときに、元になったスピーカのインパルス応答とど

のくらいの差があるかをプロットを重ねて見ている。注意しなければいけないのは、複素

ケプストラムを経由した設計法ではMullis&RobertsによるARMA近似の伝達関数アルゴリズ

ムを用いているので、本来はインパルス応答の頭がMAの次数だけ一致する。この例ではそ

の領域ではあまり一致していない。むしろ後半の低い周波数（100Hz）での振動は再現さ

れている。これは周波数変換を適用することで、高い周波数域にいったん移動した最小位

相な振幅周波数特性に対応したインパルス応答の近似をMullis&Robertsのアルゴリズムが

行い、それをまた元の周波数帯域に戻しているだけで、元の応答の時間域と最終的ARMAの

時間応答の一致が必ずしも実現されるわけではない。仕様と近似結果の関係の問題であ

る。副作用と言えば副作用だが、むしろ振幅周波数特性を改善を目指していると見るべき

である。 

 Fig.6-3-3に色々なポイント、及び色々な信号処理で得られた波形を並べて示す。(a)は

アンプの出力である。この出力電圧がスピーカのレスポンスにより畳み込まれた信号が最

終的にの耳に聴こえると考えるのがFig.3-3-1の楽音合成モデルである。その様子をシミ

ュレートするために、まず、スピーカの持つ時間域応答を測定し、それで畳み込んだ
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（2000次までFIR係数として使用）のが(b)である。 

 時間域応答を与えたて畳み込みができたが、ARMAシステムで時間域応答と振幅周波数応

答を近似するのがMullis&Robertsのアルゴリズムなので、当然ARMA近似でフィルタリング

を実施すれば、波形としても(b)と同じような出力がされる。(c)は周波数変換法なしに複

素ケプストラム経由を適用して得たARMAを使った結果（Fig.6-3-2(a)(b)）を得たときの

ARMAの近時を使用）、また(d)は周波数変換法を用いて得たARMA近似（Fig.6-3.1(c)(d)）

を使ってフィルタを実行した結果である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-3-7図の(a)(b)と(g)(h)の差を音のサンプルで示そう。5-3-8(a)図はギターのカッ

ティ 

 

(a) Guitar sound on amplifier output     (b) Sound (a) convolved by 2000th order 

IR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Sound (a) filtered by ARMA without warp (d) Sound (a) filtered by ARMA with warp 

Fig.6-3-3  Responses of the Guitar and Synthesis model digital filters 

 

 

このように、時間域の最終結果をこのように遠目から見ても、あまり得る情報はない。

評価は音でなされるべきである。Fig.6-3-3の(b)と(d)の差はほんのわずかで、差として

認識できる人は少ない。(c)は再生系がまともならすぐにその差が分かる。一番大きな差
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は低域周波数での違いから生じている。Fig.6-3-6(a),(b),(c),(d)の応答を音サンプルで

Appendixに示した。以下に関連を示す。 

 

Fig.6-3-3(a)  Guitar sound on amplifier output   

Track7/guitar_cut_amp.wav  

Fig.6-3-3(b)  Sound (a) convolved by 2000th order IR  

Track8/ Mguitar_cut_amp_conv.wav 

Fig.6-3-3(c)  Sound (a) filtered by ARMA without warp   

Track9/ Mguitar_cut_amp_wowarp.wav  

Fig.6-3-3(d)  Sound (a) filtered by ARMA with warp  

Track10/ Mguitar_cut_amp_wwarp.wav  

 

 
in linear frequency scale       In log frequency scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Approximation without warp method  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)  Approximation with warp method 

Fig. 6-3-4  ARMA approximation of IR of Guitar amplifier SP (Marshall 1960) 
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(a) Without Frequency warp method     (b) With Frequency warp method 

Fig. 6-3-5  Impulse response of ARMA(16,16) 

 

 

 同じように、Fender社のTwin Reverbのスピーカの振幅応答を測定し、複素ケプストラ

ムを経由した設計法でARMA近似を得た結果を再掲になるがFig.6-3-4に示す。前例と同じ

く(a)では周波数変換を用いずに振幅周波数特性をARMAディジタルフィルタで近似し、次

の(b)では周波数変換をワープレシオ＝６で用いて近似した結果である。Fender Twin 

Reverbでは180Hzあたりにある周波数特性の山が、周波数変換の適用で再現できている。 

 また、同じように Fig.6-3-5(a),(b)ではインパルス応答を比較している。(a)は周波数

変換使用せず、(b)は周波数変換を使用した。 

Fig.6-3-6はスピーカの応答を模擬した応答を示してある。意味あいは Fig.6-3-3と同

じである。やはり低域特性の再現性が高いと、主観的な品質（この場合比較のため示した

FIR フィルタ＝2000 次畳み込みの音と近い）が大きく向上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Guitar sound on amplifier output    (b) Sound (a) convolved by 2000th order IR 

Fig.6-3-6  Responses of the Guitar and Synthesis model digital filters 

(continue) 
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(c) Sound (a) filtered by ARMA without warp (d) Sound (a) filtered by ARMA with warp 

Fig.6-3-6  Responses of the Guitar and Synthesis model digital filters 

 

 

Fig.6-3-6(a),(b),(c),(d)の応答を音サンプルで Appendix に示した。以下に関連を示

す。 

 

Fig.6-3-4(a)  Guitar sound on amplifier output   

Track11/guitar_cut_amp.wav  

Fig.6-3-4(b)  Sound (a) convolved by 2000th order IR  

Track12/ Fguitar_cut_amp_conv.wav 

Fig.6-3-4(c)  Sound (a) filtered by ARMA without warp   

Track13/ Fguitar_cut_amp_wowarp.wav  

Fig.6-3-4(d)  Sound (a) filtered by ARMA with warp  

Track14/ Fguitar_cut_amp_wwarp.wav  

 

2000次の FIRフィルタ（2000個の乗算）と ARMA(16,16)（31の乗算）では圧倒的に演

算量の差があり、ARMAディジタルフィルタの近似は、商品コストに大きく貢献する。 
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６－４ まとめ 

本章では任意の形の振幅周波数応答仕様を満たすディジタルフィルタを近似・設計する

手法の応用について述べた。楽音合成問題にはこのような振幅周波数応答を近似しなけれ

ばならない場合があり、そのような時、本研究で提案している手法が非常に有効であるこ

とが理解できよう。 

６－３節のギターアンプスピーカのシミュレーションに使ったARMA(16,16)を設計する

時に、ワープ係数を6とした。これは前節で周波数変換をARMA近似に応用して対数周波数

特性の近似精度を上げるにはワープ係数rを10くらいにした方がいい、と書いたことと矛

盾する。実際にこのように大きな係数でARMA近似を計算しようとすると、近似精度は上が

るがその結果の評価、例えば振幅周波数特性の計算がままならなくなる。あるいは係数を

求めるLevinsonのアルゴリズムなどで解を出せずに止まってしまったりする。これらは計

算誤差が起きているためである。いずれの場合も、低域での近似精度を上げようとする

と、低域に沢山の極と零が集中するようになり、極零はｚの単位円の周辺に集中するよう

になる。そうなると数値演算上の問題が出て、例えば分母周波数特性と分子周波数特性を

計算して全体の振幅周波数特性を計算しようとすると、元になる二つの周波数特性があま

りに大きなダイナミックレンジを持っているため、振幅の小さな周波数帯域に大きな誤差

生んでしまう。今回のシミュレーション環境（scilab）の制約もあり、６－３節の応用例

ではープ係数を6までとした。幸いなことに６倍のワープでも比較的良好な近似が得られ

ている。当然使う周波数特性が使えばまた違った限界があり、違ったワープ係数を使った

ことだろう。 

 低域での振幅周波数特性近似精度を向上させると言うことは、極と零による沢山の山谷

を低域にのみ集中させる以外にないので、逃げ道はない。問題を回避するには、近似精度

がほどほどでも我慢するか、LevinsonやMullis&Robertsアルゴリズム、FFTなどに四倍精

度数値演算を導入することが必要となる。 

人声はフォルマントと言う周波数特性の山で特徴付けられる。基本的には基本ピッチと

関係ない、声道という音色形成のためのフィルタで色づけられた声道音源波としてモデリ

ングできる。また第３章で示したように、オーボエ、バスーン、ヴァイオリンなどの楽器

音でも固定フォルマントと呼ばれる周波数特性の再現が重要となる。 

そこでFX-1におけるエレクトーンシステムのディジタル化（DSP化）以後のエレクトー

ンの楽音合成系では、FM音源で倍音に富んだ基本の音色を作り、その上に固定フォルマン

トを形成するディジタルフィルタを掛けることで、ヴォーカル音（コーラス）や不固定フ

ォルマントが重要な楽器音の合成をしていた。FX-1では24次のARフィルタ（全極型巡回型

フィルタ）を使っていたため、効率と性能の悪い信号処理を行っていたが、HX-1では筆者

の開発による8次ARMAフィルタ（極零型巡回型フィルタ）が採用され、効率良くヴォーカ

ル音に必要なフォルマントが付与され、その後20年ほどエレクトーンに代々引き継がれる

音色と技術IPとなった。段々と小さなDSPでも実現が可能になり、最終的には音源LSIの最

後にオマケのように付く機能になり、コーラス音（ヴォーカル音）がサンプリング音源で

合成されるようになるに至ってエレクトーンの中から消えていった。 

しかし、このような楽音合成問題での道具は、電子楽器・電子音響機器では本質的に重
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要で、また出番が回ってくる。このあたりを最終章で述べたい。 

 

 

 

＜第６章の参考文献＞ 

 

[1]  Tomisawa, "Tone Production Method for an Electronic Musical Instrument" US 

Patent 4,249,447, 1981. 

日本楽器製造. 富沢祀夫. 楽音合成方法. 特許公開公報 55-7733. 1980-01-19. 
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７ 結論 
本研究のテーマは、楽器・音響機器向けのARMAディジタルフィルタの設計法である。 

第１章では、本研究の背景となる電子楽器・楽音合成の歴史を、電子オルガン、シンセ

サイザ、ソフトウェアシンセシスについて分けて述べた。次に、エレクトーンを中心にヤ

マハの電子楽器の歴史ついて述べ、最後に本論文の目的とアウトラインを述べた。 

第２章では、巡回型ディジタルフィルタの設計法を、帯域選択型フィルタの設計手法

と、任意周波数応答の近似法に大別し、それらについて述べた。 

第３章では、電子楽器音合成モデルの全体像、及び電子音響機器の合成モデルの全体像

について述べた。それにより、これらの楽音合成モデルの中でのARMAディジタルフィルタ

の役割と要件を明確にした。 

第４章では、Yegnanarayanaによる「極零分配法」と、筆者提案の「複素ケプストラム

を介した設計法」の、二つの任意振幅周波数応答のARMAディジタルフィルタ近似法につい

て述べた。 

それぞれの手法の得手不得手などについて論じることで、楽音合成ではこの２種のARMA

ディジタルフィルタ設計法が有効であることを述べた。 

第５章では、これらのARMAディジタルフィルタの設計手法における周波数尺度の問題に

ついて論じた。 

ディジタル領域で任意周波数応答を扱う近似手法は、基本的には周波数について、線形

の尺度を持っている。一方で、ヒトの聴覚は、概ね対数尺度である。線形尺度では、ディ

ジタルフィルタの低周波数領域での近似精度が十分に出ず、ヒトの聴覚特性の要求に合わ

ない。そこで本研究では、いったん線形周波数尺度で近似された結果を、周波数変換法を

用いて、低い周波数領域にマップすることで、低周波数領域の近似精度を著しく高める手

法を提案した。得られた伝達関数は、元になるARMAディジタルフィルタの伝達関数と次数

が同じため、特に演算量が増すこともなく、手続きも簡単である。 

第４章、第５章の手法を併せると、電子楽器・電子音響機器のための任意振幅周波数応

答の設計の、一連の手続きが完成する。 

第６章では、電子楽器への応用、電子音響機器への応用の２例を示した。 

いずれの例でも、本研究で提案しているARMAディジタルフィルタの設計手法を用いない

と、商品に要求されるコスト対性能比を出すことは難しい。 

 ヤマハの電子オルガン商品「エレクトーン™」では、2000年頃までFMシンセシスが使わ

れており、ARMAディジタルフィルタが必ず併用された。これは、FMシンセシス単独では、

固定フォルマントを実現できないからである。その後、電子楽器一般でサンプリング音源

（波形読み出し方式）が主流になり、エレクトーンもサンプリング音源が主流になるにつ

れ、FMシンセシスとともにARMAディジタルフィルタも使われなくなった。 

 しかし、楽器や音響機器の中でのDSP技術を広く見渡すと、周波数特性を追求すること

で、音楽性を出しているものが多数ある。例えば、音響用ミキサの入出力に必須なイコラ

イザ、ギターアンプのトーンコントロール、楽器用アンプではスピーカも独特の周波数特

性を持つ。ディジタル技術を応用したコンシューマ向けギターアンプでは、様々なギター
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アンプの音を切り替えて楽しむことができる。このような機能を実現するとき、本研究の

手法が大きく役に立つ。電子楽器、電子音響機器では、ARMAディジタルフィルタなど、

様々なフィルタを適材適所で用いて、要求される性能を引き出すノウハウが重要である。

ヤマハ製品では、こうした用途でARMAディジタルフィルタや、FIRディジタルフィルタが

使われている。 

 電子楽器分野では、1980年代、各社が大きなビジネスをしていた。この頃、シンセサイ 

 

 

 
Fig.7-1 電子オルガンの販売台数・金額の推移 

（出展 田中健次著 電子楽器産業論[1] より） 
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ザは楽曲を作るための基本機材であった。シンセサイザが一台あれば、ドラム、ベース、

ギター、ピアノ、ストリングスなどの基本的なバンド・オーケストラ音が再現できる。こ

れにヴォーカルを足せば楽曲が完成し、それをレコード（CD）にすることができる。ま

た、カラオケは、オーケストラ音に顧客自身がヴォーカルを足して楽しむサービスを、ビ

ジネス化したものである。 

 音楽制作用の録音機材が高価で大型だった時代、シンセサイザは、録音機材を代替的を

安価に実現する手法でもあったと言える。（もちろんこうした理由だけで、シンセサイザ

が大きく拡販していたわけではない）しかし、コンピュータが一般化し、音楽制作はコン

ピュータや専用機器を用い、手軽できるようになった。その結果、音楽制作機器としての

シンセサイザ需要は下火になった。2000年以後は、再び、楽器としてのシンセサイザが求

められるようになった。現在では、便利なツールとしてのシンセサイザは、PC上のソフト

ウェアに大部分置き換わってしまっている。 

 バンドではギター、ドラム、ベースに対して、ピアノやオルガンの音を付加するのがキ

ーボードの仕事である。今日、シンセサイザや鍵盤楽器は、色々な楽器の音が鳴らせるツ

ールとしてのシンセサイザよりも、楽器としてのシンセサイザや鍵盤楽器が需要の主流に

戻りつつあると感じる。ビジネスとしては、いったん大きな拡大をし、また徐々にシュリ

ンクして、元々の楽器需要の規模に戻って来ている。 

 エレクトーンの市場においても、同様なことが起きている。高度成長期には子供の情操

教育の媒体としてのエレクトーンやピアノがあり、音楽教室がソフトウェア面を支えた。

この、ハード・ソフトが一体になって提供されるビジネスモデルもまた、少子高齢化時代

を迎えて、伸び悩みからシュリンクする段階を迎えている。このような市場状況におい

て、ヤマハのビジネスにおけるエレクトーンの内訳も、この30年間単調に減り続けてい

る。 

Fig.7-1を見て分かるように、昭和の後半、電子楽器ビジネスは一大産業だった。この

図を見ると、1982年が日本の電子オルガンビジネスのピークで、輸出、国内を合わせると

年間700億円以上であった。この時代、このビジネスを支えるため、各楽器メーカ、とり

わけヤマハは、電子オルガンのための技術開発に多大な投資をした。この頃のヤマハ、カ

ワイ、松下などの国産電子オルガンメーカ各社の発想は、電子オルガンの音源方式を改良

し、楽器としての表現力を高め、電子オルガンを大量生産に適した工業製品とする。それ

により、次世代の電子オルガンでも良いビジネスをリターンとして得るであった。ヤマハ

の場合、FMシンセシスだけでなく、楽音の質の高い信号処理を、効率良く実現する信号処

理アーキテクチャの開発を行い、そのためのDSPチップを自社開発し、音源とDSPのLSIを

生産するために半導体工場も作った。 

 こうしたエレクトーンへの技術投資は、20世紀末に大きな花を咲かせた。今現在、ヤマ

ハは（あるいは電子楽器業界は）、その技術を別な分野に適用しつつある。ある時期、そ

れは携帯通信端末用楽音再生能力（サウンドチップ）であった。現在は、シンセサイザ・

エレクトーン以外の電子楽器、及び電子化されたアコースティック楽器分野であり、電子

音響機器分野である。 

 特に電子音響機器≒ディジタルミキサの分野については、本論文の中で述べたことがな
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いので、少々の説明が必要だろう。 

音響ミキサ卓は、30年前はアナログしかなかった。ヤマハがディジタル技術で実現した

ミキサ卓を業界に持ち込み、現在のミキサ卓は、大規模なものは、ほぼ全てディジタルと

なっている。なぜならば、音楽ライブや放送の現場での業務の複雑化と、時間短縮への要

求が強いためである。バンド、楽器、ミュージシャンの入れ替え、ナレータや出演者の入

れ替え、BGMや効果音、それらを時々刻々、曲やプログラムの進行に合わせて切り替えつ

つ、調整しつつ進行させる。こういうことは予めの事前プログラミングによるのが一番で

あり、ディジタル制御＋ディジタル信号処理化された、ディジタルミキサ卓による音響処

理以外にソリューションはない。 

このような、時代の要求に対する解答を持ちえたメーカだけが生き残って行く、シビア

な実ビジネスの世界で、ヤマハが大きな強みを持っているのは、実は、エレクトーンのた

めのディジタル信号処理、それも楽音やオーディオ信号処理に対して適応したディジタル

信号処理技術を既に保持していたことが大きい。 

音声ならサンプリング周波数は20kHzで十分だが、オーディオでは最低でも44.1kHz、ビ

ット数もADやDAは現在24bit以上が当たり前である。フィルタの係数も音声だと16bit程度

だが、ヤマハは社製のオーディオ用DSPでは32bit以上のものもある。そして本研究で一部

を示したように、高いサンプルレートでオーディオの信号を適切に扱うための様々なディ

ジタルフィルタ技術・DSP技術が、現在のヤマハのオーディオ用機器の基盤技術を担って

いる。 

結論の最後に、ヤマハの電子楽器・電子音響商品とその技術の歴史について述べた。こ

の電子楽器から電子音響機器への流れは、ヤマハ一社に留まらず業界全般の大きなトレン

ドでもある。そして筆者の仕事の歴史でもある。筆者の研究開発業務の主な振り向け先

は、1982年の入社以後１０年程のサイクルでエレクトーン、シンセサイザ、ディジタルミ

キサ卓へと変わってきた。会社も、そこで働く者も、時代の要求に合わせて、その持てる

力を余すことなく振り替えながら、ビジネスを継続しなければいけない。それが生き残り

の術である。 

最後に、ディジタルミキサ卓のフラッグシップRivage PM10（Fig.7-2）を示す。 
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Fig.7-2 YAMAHA Digital Mixing Console / Rivage PM10 （ヤマハ提供） 

 

 

 

＜第７章の参考文献＞ 

 

 [1]  田中健次著、「電子楽器産業論」、弘文堂 1998年 
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Appendix 
 

Track1  Fig.6-2-2(a) Feedback FM sound (mono tone)   

Synthed_FBFMmonotone.wav  

Track2  Fig.6-2-2(b) Feedback FM sound (4 notes chord G)   

Synthed_FBFMsound.wav  

Track3  Fig.6-2-3(a) Feedback FM sound with Formant Male ‘a’  

Synthed_ FBFMsoundWFormant_M_a.wav  

Track4  Fig.6-2-3(a) Feedback FM sound with Formant Female ‘a’ 

Synthed_ FBFMsoundWFormant_F_a.wav  

Track5  Fig.6-2-3(b) Feedback FM sound with Formant Male ‘o’ 

Synthed_ FBFMsoundWFormant_M_o.wav  

Track6  Fig.6-2-3(b) Feedback FM sound with Formant Female ‘o’  

Synthed_ FBFMsoundWFormant_F_o.wav  

Track7  Fig.6-3-3(a)  Guitar sound on amplifier output   

guitar_cut_amp.wav  

Track8  Fig.6-3-3(b)  Sound (a) convolved by 2000th order IR  

  (Marshall 1960) 

Mguitar_cut_amp_conv.wav 

Track９ Fig.6-3-3(c)  Sound (a) filtered by ARMA without warp   

(Marshall 1960) 

Mguitar_cut_amp_wowarp.wav  

Track10 Fig.6-3-3(d)  Sound (a) filtered by ARMA with warp  

(Marshall 1960) 

Mguitar_cut_amp_wwarp.wav  

Track11 Fig.6-3-6(a)  Guitar sound on amplifier output   

guitar_cut_amp.wav  

Track12 Fig.6-3-6(b)  Sound (a) convolved by 2000th order IR  

(Fender Twin Reverb) 

Fguitar_cut_amp_conv.wav 

Track13 Fig.6-3-6(c)  Sound (a) filtered by ARMA without warp   

(Fender Twin Reverb) 

Fguitar_cut_amp_wowarp.wav  

Track14 Fig.6-3-6(d)  Sound (a) filtered by ARMA with warp  

(Fender Twin Reverb) 

Fguitar_cut_amp_wwarp.wav  
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