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概要

ユーザインタフェースにおいて、ユーザに適応し、適切な挙動を示すシステムを構築する手法について

述べる。この手法では、情報の移動度を測定し、それに基づいて情報の流れを制御することにより、情

報フィルタリングや検索プロセスをユーザやその環境に適応させる。さらに、情報の内部構造を分析し、

その構成要素の移動度を測定することにより、情報を選択するだけではなく、その構成過程をも制御でき

る。この原理に基づくオーサリングシステムの実例として、音楽の編曲および作曲システムについて述べ

る。このシステムではユーザがキーワード (形容詞対)を指定することにより、好みに応じた自動編曲や、

自動作曲が行える。
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Abstract

We propose a method to locate relations and constraints between a music score and its impressions,

by which we show that machine learning techniques may provide a powerful tool for composing music

and analyzing human feelings. We examine its generality by modifying some arrangements to provide

the subjects with a speci�ed impression. This talk introduces some user interfaces, which are capable

of predicting feelings and creating new objects based on seed structures, such as spectrums and their

transition for sounds that have been extracted and are perceived as favorable by the test subject.
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1 はじめに

音楽には、作曲家が楽譜を書き、演奏家が演奏し

て、聴衆が聞くという、作曲家から聴衆への図 1に

示すような情報の流れがある [8]。楽譜や演奏情報

(コンピュータ演奏ならMIDIデータ)は、その流れ

の一断面を表示するものである。したがって、楽譜

の断面やMIDIデータの断面を通過する情報を調べ

れば、楽譜や演奏の各部分が喚起する感性を知るこ

とができる。人間の感性は、非常に複雑なものであ

り、各個人に依存するし、時代背景を含む状況にも

影響を受けやすい。したがって、「感性は何か」と

いうことを追究するのではなく、「感性に影響を与

えるような音楽構造は何か」を調べることにより、

個人の感性に合わせた作曲・編曲を行うことを試み

るわけである。以上のような考え方に基づき構築し

た最新のシステムについて述べる。

このシステムでは、まず個々のユーザに幾つかの

楽曲を聞いてもらい、各々の楽曲への感じ方のアン

ケートに答えさせる。それにより、ユーザに印象を

引き起こす音楽構造を抽出する。編曲の場合は、既

存の曲を抽出した音楽構造になるべく合うように変

形することにより、ユーザが指定した印象の曲を得

る。作曲の場合は、抽出した音楽構造を組み合わせ

て音楽を生成することにより、指定した印象の曲を

生成する。以下、音楽構造の抽出、編曲、作曲の手

法、および得られた曲を被験者実験により評価した

結果について述べる。

2 音楽構造の抽出

感性に影響を与える音楽構造を抽出するために

は、楽譜全体を一塊で扱うだけではなく、それを分

図 1: 情報の流れとオーサリング

析して楽譜を構成する情報を抽出せねばならない。

そのために、西洋調性音楽の音楽理論を制約条件と

して用い、調性、終止形、借用和音といった音楽構

造を扱えるようにした。

音楽構造の抽出は、以下のような手順で行われる。

1.被験者に既存の曲を提示する。今回は 75曲を

提示した。

2. 6 種類 12 語2の形容詞対を提示し、提示した

曲の印象を形容詞対ごとに 5 段階評価しても

らう。

3.被験者が 5の評価を与えた曲に含まれている

音楽構造を正例、その他の曲に含まれている構

造を負例とし、機械学習システムにかける。こ

れにより、5以上の評価を得る音楽構造が得ら

れる。

4.被験者が 4以上の評価を与えた曲に含まれてい

る音楽構造を正例、その他の曲に含まれている

構造を負例とし、前段階で抽出結果に修正を加

える。これにより、4以上の評価を得る音楽構

造が得られる。

また、音楽構造に直接対応する属性 (述語)として、

1.調性、拍子、使用楽器といった楽曲の枠組を表

す frame/1

2.連続する 2和音の連結形態を表す pair/2

3.連続する 3和音の連結形態を表す triplet/3

の 3種類を用意した。例えば，調性がハ長調もしく

はハ短調、テンポが Allegretto,伴奏楽器がピアノ、

拍子は 4分の 4であり、ある連結形態の 2和音が

含まれる楽曲をある被験者が「好き」と感じる、と

いった制約条件を獲得できる。

制約条件の獲得には、帰納論理プログラミング

(Inductive Logic Programming: ILP)[7]を用いて

いる。楽譜は記号で表現されており、記号間の関係

も重要であるので、記号や関係表現が直接扱える

ILPとの親和性はよい。図 2に獲得された制約の例

と、それと合う楽譜を示す。制約は prologで表現さ

れ、図中に示すように各変数 C1,C2,C3は楽譜の各

小節に対応している。これらの制約は被験者 Aが

暗いと感じる曲は、楽曲の枠組みが短調で、テンポ

がラルゲットであり、次の和音進行を含んでいるこ

2嗜好度 (好き、嫌い)、明るさ (明るい、暗い)、安心度 (安
心、不安)、美しさ (美しい、汚い)、嬉しさ (嬉しい、悲しい)、
せつなさ (せつない、せつなくない)
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– frame(S) :-

tonality_moll(�),

tempo_larghetto(�).

– triplet(C1, C2, C3) :-

moll(C1),

form_V(C2),

chord_VI(C2),

chord_V(C1),

inversion_Zero(C3),

form_VII(C3).

C1 C2 C3

図 2: 制約条件の獲得例
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図 3: 編曲システムの構成

とを示す。最初の和音が短調で V度、二番目が VI

度で 5の和音、三番目が 7の和音の基本形である。

3 編曲

編曲の場合は、個人の感性を反映しつつ原曲の雰

囲気をある程度は残す必要がある。そのために、以

下のような手法により編曲を行っている。

1.原曲の持つ和音構造を解析し、その和音が持つ

機能 (Tonic, Dominant, Subdominant)を特定

する。

2.学習された制約をより多く満たすように各和

音を変更する。ただし、原曲の各和音が持つ機

能は変更しないように、変更候補の和音を限定

する。

3.原曲が持っていた旋律を、2番目の手順で確定

された和音列を基に変更する。すなわち、編曲

後の和音構成音と、編曲後の旋律の整合性を取

ることになる。

具体的には次のような手法によった。
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図 4: 編曲に対する被験者の評価

1.編曲対象先頭の三和音を対象とする。

2.三和音が取りうる和音を和音機能は変えずに述

語 pair, tripletを満たすように列挙する。

3.それまでに対象としていた三和音中の最後の和

音と次の二和音とを組み合わせた三和音に対象

を移す。2 と同様に列挙する。

4. 3を繰り返して合計して最終的に一番訓練例を

満たしている和音列を選ぶ。同点の場合はなる

べく原曲に近い和音を選ぶ。

5.これを全ての調 (12個)で行い、一番訓練例を

満たしている調を選ぶ。

6. 5で選んだ調で最も良い frame(曲の構造)を選

ぶ。具体的には最も多く訓練例を満たす frame

を全探索する。同点の場合はより原曲に近い方

を選ぶ。

実験では実際の曲を用いて、被験者の曲に対する

感性の学習がどの程度できるかを調べる。実験にお

いては、被験者にとってポピュラーであると思われ

る J-POPから 39曲、クラシック、和声学の教科書

から 36曲の本格的転調のない 75曲を用意した。実

験では被験者の負担を考慮し、曲全体を対象とせず

に、適当な 8～ 16小節程度を抜き出し、コード進

行をデータとして被験者に質問した。又編曲用の曲

はこれとは別に、既存の曲、3曲を用意した。

実験方法 (図 3)を以下に示す。

1.各曲に対し、明るさ、安定度、嗜好度、美麗度、

うれしさ、せつなさの 6つの感性の評定尺度に

ついて、各々5段階で質問した。

2.被験者のデータをもとに、明るさについては

“明るい”、“暗い”、安定度については“安

心”、“不安”、嗜好度については“好き”、“嫌

3



い”、美麗度については“美しさ”、“汚さ”、

うれしさについては“嬉しい”、“悲しい”、せ

つなさについては“せつない”、“せつなくな

い”の計 6つの感性についてそれぞれ個人編曲

モデルを生成した。

せつなさについては“せつない”の反対語が見

つからなかった為、敢えて否定語である“せつ

なくない”という形容詞を用いた。

3.今回の実験は範囲評価を用いた。範囲評価とは

1曲の内、全体の評価は Xだが一部のここの評

価は Yであるという場合に用いるもので、曲

全体を評価するよりも精度の高い感性モデルが

生成可能となる。範囲評価を行うために曲を楽

譜に直し、JavaAppletに取り込んで html上で

視覚的に感性語を指定し、評価してもらった。

なお、評定尺度には全体評価と同様の 6つを用

いた。

4.編曲対象の曲について、1曲ごとにそれぞれの

感性に関する編曲を行ない、それをすべての曲

について行なう。

5.編曲後の曲と元の曲、計 36曲について同様の

方法で被験者に質問した。この際、被験者にど

のような編曲を行なった結果であるかは伏せ

て、質問している。

6.元の曲と特定の感性に対する編曲後の曲につい

て、各形容詞についての改善度を比較・考察し、

システムの性能の評価を行った。

明るさ・安定度・嗜好度・美麗度・うれしさ・せ

つなさの 6つの評定尺度についての評価の平均値を

図 4に表す。

全ての形容詞において、正方向の編曲 (好き、明

るい、安心、美しい、嬉しい、せつない)は原曲に

対して高い評価値に、負方向の編曲 (嫌い、暗い、

不安、汚さ、悲しさ、せつなくない)は原曲に対し

て低い評価値を示した。データ数が少ないというこ

ともあるが、平均値で見る限り全て成功している。

全形容詞において、多少の個人差が見受けられる

が全体的に良い値が得られた。これは、範囲評価を

設けたこと、triplet(３和音の述語)、frame (曲の枠

組)を新たに獲得する述語として設けたこと、編曲

で全探索という形で和音進行を探索したことによる

と考えられる。
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図 5: 作曲システムの構成
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図 6: 染色体

4 作曲

作曲は遺伝的アルゴリズムを用いて行われる。遺

伝的アルゴリズムは、染色体表現、遺伝的操作及び

適合度関数の実装が非常に重要である。そこで、染

色体表現として図 6を用い、音楽理論に基づいた最

低限度の禁則事項を表現する評価関数と、学習によ

り抽出された個人の感性情報を基に作成した評価関

数とを組み合わせることにより、適合度関数を作成

した。これにより、楽曲として成り立つ最低限度の

曲の生成を実現すると共に、個人の感性に合わせた

楽曲の生成を実現している。

また、この遺伝的アルゴリズムで生成した楽曲は

和音進行だけで構成されているため、旋律生成シス

テムMACS[4]により旋律を付加している。MACS

は和音進行や音長規則等を与えることにより確率的

に旋律を生成するシステムである。

以上の手法を基に、被験者実験を行った。図 9は

被験者 Aが明るいと感じるような作曲例を、図 10

は被験者 Aが暗いと感じるような作曲例を示して

いる。
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図 7: 作曲に対する被験者の評価
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図 8: 旋律の効果

これらの作曲例は、背景知識に明るさに関する知

識を用意していなくても学習により明るさに影響を

与える音楽構造を獲得し、さらにそれを基に作曲を

行えたことを示している。

図 7に示すように、今回の被験者実験では、6種

類の形容詞対のうち、明るさ、安心度、嬉しさ、せ

つなさ、の 4形容詞対についての作曲結果は、t検定

により有意水準 5%で有意差が確認されている。さ

らに、2 種類の形容詞対に対しては有意水準 1%で

有意差が確認されている。図 8に旋律の効果を示

す。形容詞対によっては、大きな差が出ているのが

分かる。

被験者実験の結果において、本システムは 6種類

の形容詞対のうち 4種類について被験者の感性情報

に基づいた作曲を行えることを実証した。しかし、

対立概念のうち正方向への作曲は曲全体の統一感、

構成感といった作曲技法に起因する問題から十分と

までいえる結果は得られていない。この問題は今後

作曲技法及び獲得述語の種類を増やすことによって

対応したい。本研究では一般的に定量的評価を与え

にくい計算機による作曲手法という研究分野におい

て、被験者実験を行うことによりその作曲結果に対

図 9: 被験者 Aが明るいと感じる曲

図 10: 被験者 Aが暗いと感じる曲

してある程度の定量的評価を行った。これについて

はさらに考察を深めたい。

本システムで提案した手法は、帰納論理プログラ

ミングにより被験者から抽出した感性情報を用い作

曲を行うという点において従来の作曲アルゴリズム

と大きく異なる。本研究は、人間の評価を用いると

いう意味に於いて本研究に一番近いと思われる対話

的遺伝的アルゴリズムを用いた作曲手法に比べて、

被験者への負担が少ない上に抽出した情報の再利用

性という点で大きな利点を持つ。また述語で感性情

報を定義するために、被験者自身が述語形式で自分

の感性情報を定義することができる。そのため帰納

論理プログラミングシステムによって学習できない

にもかかわらず本人が自覚している感性情報につい

てシステムに与えることによって、様々な作曲を試

すことができる。これらのことは、このシステムが

作曲能力のある人、無い人の両方にとって有用であ

ることを示す。本システムでは作曲手法に関する背

5



景知識は最低限のものしか用意していないにも関わ

らず、人間の作曲家にはとてもおよばないものの聴

くに耐え得る楽曲を生成できた。本研究の手法を改

善していくことによって、さらに質の高い作曲を行

えると考えられる。

5 関連研究

CONCERT[1]はニューラルネットワークを用い

た作曲システムである。バックプロパゲーションを

用い、入力音と文脈から次の音の候補を選択するよ

うに学習を行う。ピッチ (音程)表現を 5度円 (Circle

of Fifth) 等の音楽心理学の成果の一部を取り入れ

ることにより表している。音楽心理学の成果を採り

入れることにより生成された曲の質を高めていると

いうことに特徴がある。しかし、曲冒頭はある程度

の質を持ったフレーズが並んでいるが、曲の終止部

付近では旋律としてのまとまりを失ってしまうと言

う欠点がある。

Wiggins[3]によるGAを用いた作曲、和声付けシ

ステムでは、利用者が旋律を入力し、その旋律に対

する和声付けを行う例と、利用者が和声を入力し、

それに対する旋律を生成する例の 2種類が提示され

ている。遺伝子表現、遺伝的操作、適合度関数は音

楽知識を十分に考慮された上で形成されている。遺

伝的操作は大きく交叉、突然変異の 2つに分かれる

が、特に突然変異を重要視し、意図的に音楽的意味

がある操作にしている。この研究で述べられた GA

による作曲手法に於ける突然変異の重要性は、本研

究に大きな影響を与えている。

平田らによって開発されたハービー君 [5]、パー

ピープン [9]、バービーブン [10]は、演繹オブジェク

ト指向 (DOOD)に基づく知識表現を使用した Jazz

におけるリハーモナイズシステム、編曲システム

である。ハービー君はジャズのリハーモナイズシス

テムで、各和音単位で演繹を行いリハーモナイズ

を行う。パーピープンはハービー君の改良システム

で、複数和音の連結をケーデンス木で表し、和声的

文脈を考慮してリハーモナイズを行う。Time-Span

Reduction(TSR)の考え方を導入し、グルーピング

を行っている。グルーピングにより、ケーデンスの

和音機能を考慮することが可能である。バービー

ブンは事例ベースの編曲システムで、和音レベル

ではなく音符レベルで楽曲を扱う。音符単位で楽曲

を扱うために、意外性のある編曲を行うことが可能

になっている反面、意外過ぎて、本研究で意図した

ような人間の感性への適合には向かない可能性も

ある。

6 おわりに

形容詞対に関する背景知識を用意しなくても、個

人の感性情報を学習により抽出することにより個人

に合わせた作曲・編曲を可能とする手法を提案し、

実際に実験を行って作曲および編曲結果が被験者の

意図に合っていることを確かめた。筆者らが以前に

発表した実験 [2]では編曲のみが対象であったが、

それを作曲に拡張し、得られた曲の質をかなり改善

することに成功した。

本手法はWWWのコンテンツ、ゲーム、ユーザ

インタフェースなどに活用することが可能である。

また、ここで提案した手法は音楽以外のコンテンツ

にも応用可能であり、急増するコンテンツへの要求

に応える手法になると考えられる。
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