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エレキギターの撥弦による音について，弦の伸長に起因する張力の増加を考慮したモデルを用いて，そのパラメータ推定

の可能性を検討し，パラメータ推定に実数値遺伝的アルゴリズム(RCGA)を用いると，初期値を気にしなくても収束するこ
とを示している．用いている物理モデルは現実のギターの振動現象を正確に表したものと言えるほど精密なものではないが，

現状で最も信頼できる一次元振動体モデルであり，それに弦の伸長に起因する張力の増加を組み入れたものであるので，現

時点ではこれ以上の精密化は見当たらない．弦の伸長に起因する張力の増加を組み入れたことにより，張力が時間の関数と

なるためパラメータ推定が複雑になるが，RCGAを導入することによって，初期値に拘らず最適解に収束することを経験的
に示している．モデルの妥当性については，弦の伸長による張力の増加を考慮したモデルによる合成音の成分高調波の裾野

の広がりが，張力の増加を考慮しないモデルによる合成音のそれよりも，実際のギター音の周波数スペクトルにおける成分

高調波の形状と似ていることから，一応確認している．最後に，基本周波数と周波数スペクトル包絡の一致の問題，局所解

とギターの押弦位置との関係などについて論じている．                                        

 
1. はじめに 
 
物理モデルのパラメータ推定は様々な可能性を持って

いる．例えば，ある奏者がある楽器を演奏したときの音響

信号が与えられた場合，その楽器や励振機構の物理モデル

が分かっており，かつそれらのパラメータがそこそこ正確

に推定できるなら，励振の位置や強さを推定できるであろ

うし，推定されたパラメータ値を用いた物理モデルに基づ

く合成において柔軟な制御が可能となる．また奏法と励振

の関係が分かっており，かつその対応が一意的なものであ

れば，演奏パラメータのようなものを定義することによっ

て，名演奏家の演奏も分析することもできる[1]．Bensa[2]
は，パラメータ推定は，楽器の物理モデルの精密化(言い
換えると，現実に近い音を合成できる物理モデルへの修

正)のための重要な段階となると言っているが，それもパ
ラメータ推定の応用の 1つであると考えられる． 
楽器の物理モデルに関する研究には，物理モデルを構築

して現実の現象にシミュレーション結果が整合させるよ

うにという考え方でモデルの精密化を検討しているもの

が多い．例えば，ピアノ弦に限っては文献[3]~[7]があげら
れる．物理モデルによる分析・合成の高速計算に重点を置

いたモデルを構築している研究[8]もある．また，物理モ
デルの制御のしやすさに着目して，物理モデルを用いるこ

とで音色のモーフィングを試みている研究[9]などのよう
に，物理モデルの利用方法を提案しているものもある． 
弦の物理モデルのパラメータ推定をモデルの精密化の

研究過程で使っている研究[2][10]もある．文献[10]では最
急勾配法とニューラルネットワークを統合した手法でパ

ラメータを推定している．ところが，時間波形を用いると，

時間波形の形状が異なっても知覚される音が同じ場合が

あるという点が問題となる．また，文献[2]の最急勾配法

とシミュレーテッド・アニーリング(SA)を統合した手法で
は最適解に近い数値を初期値とする必要があり，初期値が

適当でない場合には推定結果が最適解へ収束することが

保障されていない．音響信号のみからのパラメータ推定で

はこういった初期値は一般にはわからない． 
本研究では Bensa[2]と目的が異なり，音響信号からの
パラメータ推定そのものが目的であるので，この問題を解

決しなければならない．文献[2]の目的はピアノ弦の物理
モデルの精密化であり，物理モデルの精密さを議論する手

段としてパラメータ推定に SAを利用している．それに対
して本研究の目的は弦の伸長による張力増加を組み込ん

だ物理モデルに基づいたパラメータ推定に RCGA を使う
ことにより，文献[2]で要請された初期値に関する厳しい
条件を外すことである．そのために，本研究では推定値が

初期値に依存しない実数値遺伝的アルゴリズム

(Real-Coded Genetic Algorithms，以後 RCGA)をパラメ
ータ推定の手法として採用している． 
 以下，まず 2章で弦の伸長による張力の増加を組み込ん
だ撥弦の物理モデルを導入し，推定対象となるパラメータ

について述べる．3章でRCGAによる処理の流れを述べ，
評価関数を定式化する．4章で実測の弦の音響信号と比較
することより，弦の伸長を考慮することの妥当性を述べ，

さらに収束の初期値依存性について述べ，評価実験によっ

て得られた結果を基にパラメータ推定の手法として SA
を用いる場合の初期値依存性との比較について議論して

いる．5章で今後の課題を述べ，最後に 6章でまとめる． 
 
2.ギターの撥弦物理モデル 
 
本章では，パラメータ推定に用いる撥弦モデルについて

説明する．撥弦モデルはエレキギターを想定し，その構造



に基づいて差分法を用いてモデルを構築する．よって，響

板は考慮せず，波形とみなすのはピックアップ位置(ブリ
ッジから約 10cm)の速度波形とする．また，各パラメータ
の範囲はエレキギターにおいてとりえる値に基づいて設

定する．モデルは弦の伸長による張力の増加を考慮する場

合としない場合の 2種類を用意する． 
 
2.1 撥弦の物理モデル 
 弦の偏微分方程式は，弦が常に真円になると仮定すれば

ジャイレーション半径が直径で表せる[11]ので次のよう
になる． 
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ただし，y : 変位，x : 弦の長さ方向の位置， : 張力，T
φ : 直径，ρ : 密度，τ : 材料特性， : 減衰係数 1， : 
減衰係数 2である．材料特性とはヤング率と密度が比例す
ると仮定したときの比例定数で式(2)のようにあらわせる
ものとする． 

1b 2b

τρ=E      (2) 
ここで E : ヤング率である．なお，巻弦によるスティフ
ネスの減少も材料特性の減少であらわせるものとする．減

衰係数 1 とは空気摩擦による減衰度合いを表す定数であ
り，減衰係数 2とは音響放射による減衰度合いを表す定数
である[12]．両端支持の場合の境界条件を式(3.a)~(3.d)に
示す． 
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ここで : (ブリッジから押弦位置のフレットまでの)弦の
長さ， : 弦の長さ方向における位置刻み幅である．差
分法では位置と時間を離散化する必要があり，弦の長さ方

向における位置の離散化の単位を位置刻み幅，時間の離散

化の単位を時間刻み幅という．これらは式(4.a)，(4.b)よ
り求めることができる． 

L
x∆

NLx /=∆   (4.a) 

eft /1=∆   (4.b) 
ここで， N : 分割点数， : 時間刻み幅 : サンプリ
ング周波数である． 初期条件は文献[5]，[6]の図を参考に
Fig.1のように弦の 1箇所を指またはピックで変位させる
場合を想定する．さらに，弦が伸長したときのことによる

張力の増加と密度の減少を考慮したモデルを考える．この

とき，弦の伸長した分の長さ: は式(5.a)で与えられる[7]． 
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Fig.1: 初期状態の例． はブリッジからの励振位置で， 0x
hは初期変位をあらわす． 

弦の伸長した分の長さから，張力と密度は式(5.b),(5.c)で
与えられる． 
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ここで， : 静止時の張力， : 開放弦時の弦の長さで
ある．弦の伸長による張力変動と密度変動を考慮した撥弦

のシミュレーションが可能である． 

0T 0L

式(3.a)~(3.d)より境界条件を与え，Fig.1 に基づいて弦の
初期状態を設定し，式(1)から導かれる差分方程式を用い
て式(5.a)~(5.c)を用いて時間ごとに張力と密度を変動さ
せつつ再帰的に計算することによって弦の伸長を考慮し

た撥弦のシミュレーションが可能となる． 
 
2.2 各パラメータの値の範囲 
エレキギターのネックの長さや弦の材質を基に各パラ

メータの値の範囲を設定する．範囲の決定には測定値や文

献に記載されている値，予備実験によって合成音がエレキ

ギターの音に聴こえる限界の値を参考にする．以下，範囲

を決定する基準の詳細を示す． 
① 弦の長さ: エレキギターの代表機種であるストラト
キャスター(Stratocaster)を想定して，ナットからブリ
ッジの距離  を上限，最高フレット番号で

ある 21 番フレットを押弦したときの長さ  
を下限とする． 

6480.0 ]m[
1926.0

]m[
② 初期変位: 普通にギターを演奏するにあたってとり
える変位を考慮し上限を  ，下限を  

で与える． 
0080.0 ]m[ 0010.0

]m[
③ 励振位置: ブリッジから 21 番フレットまでの距離か
ら少数第 3 位を切り捨てた数値  を上限，

ブリッジから適当に微小区間あけた数値  
を下限とする． 

1900.0 ]m[
0100.0 ]m[

④ 密度: ニッケル弦が巻かれたニッケルワウンドとい
う巻き弦が使われたときを考慮して上限を  

，スティール弦が使用されたときを考慮して

下限を  で与える． 

0.8800
]kg/m[ 3

0.7700 ]kg/m[ 3

⑤ 直径: 市販されている一般的な弦のセットに含まれ
る 6番弦の直径  を上限に，1番弦の
直径  を下限とする． 

410540.2 −× ]m[
410684.11 −× ]m[

⑥ 張力: エレキギターを調律した場合にとりえる張力
の範囲をギター弦の製造企業に問い合わせ，得られた回

答を参考に張力の上限を  ，下限を  
で与える． 

00.80 ]N[ 00.40
]N[

⑦ 減衰係数 1: 文献[4]に記述されている数値を参考に
し，さらにギター弦の音として許容できる数値を調べる

予備実験の結果より，上限を  ，下限を  
で与える． 

20.1 kg/s][ 40.0
kg/s][

⑧ 減衰係数 2: 文献[4]に記述されている数値を参考に
し，さらにギター弦の音として許容できる数値を調べる

予備実験の結果より，上限を  41000.40 −× ]skg[ ⋅ ，下

限を  41000.1 −× ]skg[ ⋅ で与える． 
 h ⑨ 材料特性: 一般的に知られているギター弦のスティ

フネスから巻弦にした場合のスティフネスの減少を考

慮して上限を  ，下限を  
で与える． 

61000.28 × ]m[ 61000.1 ×
]m[

0x  

以上，推定対象となる各パラメータと，これら基準に基づ



いて決定した範囲を Table 1にまとめる． 
なお，各パラメータの値の範囲を考慮して，分割点数と

サンプリング周波数を決定する．差分法にはフォン・ノイ

マン条件[4][13]という安定条件が存在し，この条件から外
れるとような各パラメータの値と分割点数，サンプリング

周波数を与えれば波形は生成できない．このことを考慮し，

Table 1で示した範囲でとりえる全てのパラメータの組み
合わせが与えられても安定条件から外れないように，分割

点数は 30点，サンプリング周波数は 96kHzとする． 
 
3. パラメータ推定手法 
 
 本章では，パラメータ推定手法の枠組みとなる

RCGA[14]の設定と，評価関数について述べる．Table 1
で示した範囲に収まるよう初期値を与えて RCGA におけ
る初期個体を生成し，それら個体を交叉させる．そして，

初期個体と交叉した個体のパラメータ値より音響信号を

生成し，評価関数の値と淘汰方法に基づき個体の生き残り

を決定し，生き残りの固体を親個体とする．上記の過程を

一定回数繰り返したところでパラメータ推定が完了した

とする．処理の流れを Fig.2に図示する． 
 
3.1 実数値遺伝的アルゴリズム(RCGA) 
本研究では，推定対象となる各パラメータを設計変数と

し，RCGA によってパラメータ推定している．これは，
設計変数が実数値である遺伝的アルゴリズムであり，パラ

メータが実数値の場合，ビットストリング遺伝的アルゴリ

ズムより効率的な解探索が可能とされている．以下，細か

い仕様と条件について説明する． 
 
3.1.1 押弦位置に関係するパラメータの離散化 
 弦の長さは指板に配置されたフレット，直径は取り付け

られた 6本の弦によって決まるので，弦の長さと直径を実
数値ではなく離散値として扱う．一般的なギターのフレッ

トは十二音平均律に調律されるよう配置されており，その

間隔は式(6)で与えられる． 
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ここで， : フレット番号， : 第 フレットから第

フレットまでの長さである．弦の長さに関しては式

(6)で計算されるフレット間隔に基づいて22種類の値をと
るとする．また，直径は市販されている弦のセットに基づ 
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Table 1: 各パラメータの範囲 

記号 単位 定義 下限 上限 

L  ]m[  弦の長さ 1926.0  6480.0  

0x  ]m[  励振位置 0100.0  1900.0  

h  ]m[  初期変位 0010.0  0080.0  

0ρ  ] kg/m[ 3
密度 0.7700  0.8800  

φ  ]m[  直径 410540.2 −×  410684.11 −×

0T  ]N[  張力 00.40  00.80  

1b  ]kg/s[  減衰係数 1 40.0  20.1  

2b  ]skg[ ⋅  減衰係数 2 41000.1 −×  41000.40 −×

τ  ]m[  材料特性 61000.1 ×  61000.28 ×
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初期個体の生成  

 
 交叉と突然変異

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2: 手法の処理の流れ 
 
いて 6種類の値をとるとする． 
 
3.1.2 交叉方法 
初期変位，励振位置，減衰係数 1，減衰係数 2，材料特

性は RCGA の交叉方法として広く使われる BLX-α[14]
を用いて交叉させる．式(7.a)，(7.b)のように，親個体に
おける設計変数ベクトルの各パラメータの区間 を両側

に
id

idα だけ拡張した区間から，一様乱数にしたがってラン

ダムに子個体を生成する． 
)),max(,),(min(, 212121 iiiiiiii dppdppucc αα +−=  

(7.a) 

|| 21 iii ppd −=     (7.b) 

ここで， ),( 1111 npp ，…=P と 2 : 親
個体，

),( 212 npp ，…=P
),( 1111 ncc ，…=C とC : 子個体，),( 22 ncc ，…= 21

α : 区間の拡張率， : 区間 の一様乱数であ

る．また，音高に影響するパラメータは，世代が進んだ後

でも多様なパラメータをとるように，一定区間を一様に動

かす方法を用いて交叉させる．式(8)のように，親個体の
パラメータの値を中心に だけ拡張した一定区間から，

一様乱数にしたがってランダムに子個体を生成する． 

),( yxu ],[ yx

id

),( iiiii dpdpuc +−=     (8) 
ここで， :子個体， :親個体である．この交叉方法は
BLX-αと違い，常に一定区間をパラメータが動くので世
代が進んだあとでも局所解から抜け出しやすい交差方法

と考えられる． 

ic ip

 
3.1.3 遺伝的アルゴリズムパラメータの設定 
予備実験の結果を参考にして，適切と思われる RCGA
の突然変異率，淘汰数といった RCGA パラメータを設定
する．突然変異は個体ごとでなく各パラメータに起こると

し突然変異率を 0.04 とする．また，個体のサイズは親が
100 個，子が 100 個，区間の拡張率は 0.336 とする．そ
して，評価関数に基づきエリート選択方式より 1個，ルー
レット選択方式より 99個，合計 100個の個体を親として
次世代に反映させ，残りは淘汰するものとする． 

推定対象の 
音響信号

評価関数に 
基づき淘汰 

個体ごとの 
音響信号を生成 

1000世代? 
No 

Yes 

終了 



3.2 評価関数 
 推定対象となる信号と個体の各パラメータを用いて物

理モデルから生成された信号から，これらの信号間のスペ

クトル距離を求める．このスペクトル距離を評価関数とす

る．スペクトル距離を求める式を式(9)に示す． 
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(a) 実測の弦の音響信号 

 
(b) 弦の伸長による張力の増加を考慮する 

モデルから合成した信号 

 
(c) 弦の伸長による張力の増加を考慮しない 

モデルから合成した信号 
Fig.3: 音響信号の周波数スペクトル 

)(ωxS と )(ωyS は比較対象となる音響信号の対数パワ

ースペクトル，N はサンプル数である． 
なお，評価関数として cosh尺度を用いることも検討し
たが，予備実験よりスペクトル歪みを用いたときと結果が

さほど変わらないことがわかったので，他の尺度では検討

してない．また，生成される音響信号の精度を上げるため

に高サンプリング周波数(96kHz)で音響信号を生成して
いるが，可聴域以上の周波数は冗長なので，48kHz にダ
ウンサンプリングし FFTする． 
 
4. 評価 
 
本章では，2章で述べたモデルが現実の弦の特徴をどれ
ほど捉えているか議論する．そして，この弦の伸長を考慮

するモデルを用いて，同じモデルから合成された音響信号

を対象にパラメータ推定することで手法の有効性を議論

する． 
 
4.1 撥弦モデルから合成された音響信号と実測信号との

比較とそれに対する考察 
 弦の伸長による張力の増加を考慮するモデルを用いて

合成した音響信号と，実測の弦の音響信号を比較する．実

測の音響信号と弦の伸長を考慮するモデルから合成した

音響信号，弦の伸長を考慮しないモデルから合成した音響

信号の周波数スペクトルを Fig.3に示す．なお，合成時に
用いたパラメータには弦の長さ，励振位置，初期変位，密

度，直径，密度に関しては実測の音響信号の収録条件を参

考に与え，張力，減衰係数 1，減衰係数 2，材料特性は実
測の音響信号に近くなるように適切であろう値を与えた．

以下，考察をする． 
(1) Fig.3(a)，Fig.3(b)から成分高調波の裾野の広がりが
確認できる．対して，Fig.3(c)からはこれが確認されな
い．これは弦の伸長によって張力の増加が起こり，基本

周波数が時間ごとに微小変動したからであると考えら

れる． 
(2) Fig.3(b)に確認される成分高調波の裾野の広がりは

Fig.3(a)で確認されるものより大きい．これは弦が伸長
する範囲が開放弦時の長さしか考慮していないため，変

位に対して弦の伸長した長さが現実のエレキギターよ

り大きく見積もられたからであると考えられる．実際の

エレキギターは支持端で挟まれた振動部分の外側まで

弦が張られておりこの部分も伸長する．さらにペグで巻

かれている部分の弦も幾分か伸長していると考えられ

る．この伸長部分を考慮したモデルを用いれば，Fig.3(a)
のような成分高調波の裾野の広がりが確認されると思

われる． 
(3) 周波数スペクトルの基本周波数成分の大きさは実測
信号のそれに比べてかなり大きい．これはモデルがまだ

完全ではなく，改善の余地が多くあるからであると考え

られる． 
 
4.2 撥弦の物理モデルを用いて合成した音響信号を対象

としたパラメータ推定 
弦の伸長による張力の増加を考慮するモデルを用いて，

同じモデルから合成された音響信号を対象にパラメータ

推定することによって，RCGA によるパラメータ推定の
実行可能性を検討する．以下，実験方法と考察を述べる． 
 
 



Table 2: 推定結果の一例と誤差平均 
記号 単位 定義 設定値 推定値 誤差平均 

L  ]m[  弦の長さ 3058.0  2886.0  0347.0  

0x  ]m[  励振位置 0800.0  0795.0  0135.0  

h  ]m[  初期変位 0040.0  0042.0  0001.0  

0ρ  ] kg/m[ 3
密度 0.8400  4.8531  4.306  

φ  ]m[  直径 410604.6 −×  410604.6 −×  410838.0 −×

0T  ]N[  張力 00.62  39.57  28.10  

1b  ]  kg/s[ 減衰係数 1 40.0  85.0  24.0  

2b  ]skg[ ⋅  減衰係数 2 41000.8 −×  4  1092.17 −× 41087.12 −×

τ  ]m[  材料特性 61000.23 ×  61060.17 ×  61040.3 ×

 
4.2.1 実験方法 
評価用の推定対象として，パラメータが多様になるように

割り振った 10種類のパラメータセットを用意する．こ 
れら各々のパラメータセットから 10 種類の音響信号を，
物理モデルを用いて合成(持続時間 2s)し，それに対してパ
ラメータ推定を行い，推定値への収束を確認する． 
 
4.2.2 パラメータ推定の結果に対する考察 
評価対象となった 10種類の音響信号から例として 1つ
選び出した音響信号の設定値と推定値と，10 種類の音響
信号における各パラメータの誤差平均を Table 2に示す．
また，Table 2で例として示したパラメータから物理モデ
ルを用いて合成した信号の周波数スペクトルを Fig.3 に
示す．さらに，各パラメータの設定値と推定値の誤差平均

をパラメータの範囲で割ることによって正規化した値を

グラフ化したものを Fig.4に示す．以上の図表を基に実験
結果について考察する． 
(1) Table 2と Fig.3より減衰係数 1と減衰係数 2の推定
誤差が大きいことがわかる．これはどちらか一方の減衰

係数が大きくなるとき，もう一方の減衰係数が小さくこ

とで局所解が発生するからであると考えられる． 
(2)  Table 2より密度と張力の推定誤差が大きいことが
わかる．これは密度と張力が音高に影響するパラメータ

で，これらの値のとり方次第で無数の同じ音高を表現で

きるからである．同様に，弦の長さと直径も音高に影響

するパラメータであるが，これらに関しては押弦位置を 
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Fig.3: 推定誤差の正規化後の平均．パラメータの範囲で

割ることで正規化している． 

 
(a) 設定値を用いて合成した音響信号 

 
(b) 推定値を用いて合成した音響信号 

Fig.4: 設定値から合成した信号と推定値から合成した信
号の周波数スペクトル 

 
考慮して離散値をとるようにしていることや，弦の伸長

による張力の増加に大きく影響する性質があるので，密

度と張力と比較して正しく推定されたと考えられる． 
(3) Table 2 より初期変位の誤差は非常に小さいことが
わかる．これは弦の伸長と音響信号のラウドネスに大き

く関係するからであると考えられる． 
(4) Table 2 より設定値と推定値とでは弦の長さが異な
る，つまり押弦位置が異なることがわかる．押弦位置が

違うのにもかかわらず，設定値を用いて合成した音響信

号の音高を捉えられているのは，張力と密度が適切な値

が与えられたからである．なお，設定値に近づくには

Table 2 で示した例の場合，交叉時に弦の長さ，張力，
密度のうちどれか 2 つが同時に変化しなければならな
い．音高に影響するパラメータによって発生した局所解

から脱出し，これらのパラメータがすべて正しく推定さ

れることは非常に難しいと考えられる． 
(5) スペクトル上の成分の位置に関しては整合がとれて
いるようであるが，スペクトル包絡の整合度は現状では

良いとは言い難い．これは，交叉の際に音高に影響する

パラメータも変化することによって，各高調波成分の高

さが改善されるようにパラメータが動いても淘汰され

ることが多いからであると考えられる．これを解決する

にはスペクトル上の成分の位置にある程度の整合性が

確認されたら，音高に影響するパラメータを変化させな



いという解決方法も考えられる．しかし，この方法をと

ることで音高に影響するパラメータが局所解から抜け

出せなくなることが多くなる問題が残る． 
(6) 本研究ではRCGAを物理モデルのパラメータ推定に
用いることで，初期値に依存しないパラメータ推定が可

能となっている．文献[2]のような最急勾配法と SAの統
合手法では初期値を与えなければならない．しかし，推

定値を基に合成した信号は文献[2]で示された信号のほ
うが推定対象となる信号のスペクトル上の特徴をよく

捉えている．文献[2]のように初期値を与えるほうが誤
差の少ないパラメータ推定が可能になると考えられる． 

 
4.3 パラメータ推定全般に対する考察 
(1) 本研究では，本研究では RCGAをパラメータ推定の
ツールとしているが，推定するのに非常に時間がかかっ

た．物理モデルのパラメータ推定を試みている研究のほ

とんどで計算量の膨大さに関しての言及がされている．

本研究においても同様である．推定誤差が小さくなるに

は本研究においては終了世代をさらに後にすれば，より

推定誤差の少ないパラメータ推定をすれば可能である

が，その分時間がかかるので，時間と精度(主として局
所解へのトラップ)のトレードオフの問題が発生する． 

(2) 物理モデルのパラメータ推定は今後，処理にリアル
タイム性を求められる分野では適用が難しい．前述した

ようにパラメータ推定の関する文献の多くで計算時間

が大きいという困難さが述べられている．しかし，1章
で述べたようなリアルタイム性を必要としない演奏分

析やモデルの精密化には有益である．Table 2より演奏
時に関係する励起位置と初期変位の推定値は他のパラ

メータと比べて誤差が小さいのがせめてもの救いであ

る． 
 
5. 今後の課題 
 
 今後の課題として RCGA より速いパラメータ推定手法
を考える予定である．本研究でパラメータ推定の手法とし

て採用した RCGA は非常に計算時間のかかる手法である．
これは RCGA がランダム要素の強い推定方法であるから
である．さらにヒューリスティックな探索が可能なパラメ

ータ推定手法があると考え，これを模索し，パラメータ推

定にかかる時間の短縮を目指す． 
 また，推定誤差の減少も今後の課題である．文献[2]で
示された推定結果と本研究での手法で推定された結果を

比べると，初期値を与えているものの文献[2]のほうが周
波数スペクトル形状の差は小さい．これを解決する方法と

しては評価関数の改良や手法の改良が考えられるので，こ

れを模索する予定である． 
 
6. おわりに 
 
本研究では，弦の伸長に起因する張力の増加を考慮した

モデルを用い，RCGA を枠組みとした初期値に依存しな
いパラメータ推定を試みた．実測の弦の音響信号と弦の伸

長を考慮するモデルから合成した信号の周波数スペクト

ルから成分高調波の裾野の広がりを確認することで，ギタ

ー弦において弦の伸長による張力の増大を考慮すること

は精密なモデルの構築へ繋がることであることを示した．  
 本研究で用いた手法は撥弦の物理モデルのみにしか適

用できないものではない．また，初期値を与えなくとも推

定できることを示したが，初期値を与えることによって収

束を確実することももちろん可能である．適切な初期値が

与えられれば，推定誤差はさらに小さくなると期待される． 
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