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1 はじめに
音楽コンテンツの多様化・大規模化に伴い，楽曲検索システ

ムの重要性が高まっている．ユーザの行動履歴に基づく楽曲
検索など，様々な手法が確立されているが，近年ではより柔
軟性の高い楽曲検索を目指して，楽曲のコンテンツ情報を用
いた楽曲検索の研究が進められてきている．コンテンツベー
ス楽曲検索は，楽曲間の類似性を楽曲の音響的な特徴により
判断し出力楽曲を得るものであるが，難しさとして，楽曲の
どのような特徴を用いてどのように楽曲間の類似性を評価す
るか，を決定することにある．既存の研究では，楽曲のメロ
ディやリズムなどに着目したもの [1]があるが，多重音から
の抽出は未だ難しい問題であることに加え，それらの楽曲間
でのマッチング方法に関しても検討の余地が残る．
そこで本研究では，楽曲の特徴として和音進行を利用でき

ないかと考えた．楽曲は和声学に基づく一定の規則に基づき
作曲されていることが多いため，和音進行の推定は，この規
則性を利用することでメロディ・リズムなどの詳細な特徴に
比べ簡素化できると考える．また，楽曲は音楽的な意味を持
つ様々なフレーズの集合として構成されるため，和音進行に
基づきフレーズの分類ができれば，楽曲構造が簡略化でき，
楽曲間の類似性の比較に関しても簡素化できると考える．
このような考えにより本研究では，コンテンツベース楽曲

検索に向けた取り組みとして，音響信号から推定した和音進
行に基づいて楽曲構造を簡略化し，楽曲間比較により客観的
な類似度を算出する枠組みを提案する．和音間の距離尺度と
して提案されている関係調に基づく編集距離 [2] を用い，和
音進行の推定・フレーズの分類を行う．

2 音響信号の自動和音認識
2.1 和音に関する特徴量: クロマベクトル
和音には複数の転回形が存在し，音高の配置が異なる場合

でも構成音が同じであれば同一の和音として認識される．転
回形を考慮した特徴量として，短時間パワースペクトルをオ
クターブ毎に帯域を分割し，オクターブ間で同一の音名を足
し合わせたクロマベクトル [3]が有効であると考え，和音に
関する特徴量として，音響信号から抽出する．
2.2 HMM による和音進行のモデル化
調性音楽は和声学に基づいて作曲されると仮定する．和声

学に基づくと，和音を構成する音名の出現には一定の傾向が
あるといえるため，クロマ系列でも同様のことが言え，和音
に依存して出現しやすい音名の組み合わせはクロマベクトル
の分布によって表現できる．また，和音間の遷移の傾向にお
いても和声学に基づく一定の規則性があり，確率的に扱うこ
とができる．これらの特徴を考慮した和音進行のモデルとし
て，隠れマルコフモデル (HMM)がよく用いられる [3]．自動
和音認識はHMMを用いて，観測されたクロマ系列から和音
進行を求める逆問題として定式化できる．本研究では，1つの
和音が 1つの状態に対応し，全ての和音へ遷移可能な ergodic
HMMで和音進行をモデル化する．また簡略化のため，全て
の調を 1つのモデルとして扱う．
2.3 和音モデルの共通性による状態共有
和音の音響特徴は様々な要因により多様となるため，出力

確率分布を和音毎に一意に定めるのは現実的でない．そこで
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図 1: 前後和音との編集距離を分類基準としたクラスタリング

音響特徴の精密化として，和音区間における音響特徴が前後
和音に依存すると仮定しモデルの詳細化を行う．更に，前後
和音との関係性に応じて当該和音の音響特徴に偏りが生じる
という考えに基づき，図 1で示す前後和音との編集距離に関
する質問を分類基準とした決定木に基づくクラスタリングに
より，類似したモデルパラメータを共有することで頑健なモ
デルを目指す．

3 楽曲構造の近似と楽曲間比較
楽曲は和声学に基づき作曲されるという仮定から，フレー
ズの和音進行には一定の傾向が見られると考えられる．楽曲
構造の簡略化のため，フレーズの和音進行による分類を行う．
フレーズの空間内における配置は容易ではないため直接的な
クラスタリングは難しいが，全フレーズ間の相対的な距離関
係が分かれば，それに基づきクラスタリングが可能になるの
ではと考えた．フレーズ間の距離尺度の定め方に関して，そも
そも類似性の高いと認知されるフレーズ間においては，和音
進行の局所的なアレンジがなされていると考えられるので，そ
れらを吸収可能な距離尺度として，編集距離をコストに用いた
DPマッチングにおける累積距離を用いる．フレーズA，Bの
推定和音系列を A = {a1, a2, . . . , aN}，B = {b1, b2, . . . , bM}
，d(i, j)を aiと biの編集距離，g(1, 1) = d(1, 1)としたとき，
フレーズ間の距離 g(N,M)/(N +M−1)を式 (1)で算出する．

g(i, j) = min


g(i − 1, j) + d(i, j)
g(i − 1, j − 1) + 2d(i, j)
g(i, j − 1) + d(i, j)

 (1)

各フレーズ間の相対距離を用い，LBG法によりクラス内
クラス間分散比最大化基準でトップダウンにフレーズの分類
を行う．楽曲中での各フレーズの出現傾向が楽曲らしさを表
現するという考えより，楽曲ごとに出現フレーズの統計を取
り，それらのユークリッド距離により客観的距離を算出する．

4 評価実験
4.1 和音認識実験
クロマベクトルは，CDの楽曲データをモノラル化し，ダ
ウンサンプリングした後，表 1 に示す実験条件のもと，定Q
フィルタバンクによる時間周波数解析を行うことで抽出した．
HMMにおける各和音の出力確率は単一の多次元正規分布と
定め，クロマベクトルの各次元間の相関を考慮しない対角共
分散行列とした．和音の語彙は major，minorの計 24種類
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表 1: 実験データと分析条件

楽曲 The Beatlesの全 189楽曲
サンプリング周波数 11,025 Hz(モノラル)
フレーム長 100 msec
オクターブ数 55.0 Hz(A0)∼3,520.0 Hz(A6)
特徴ベクトル 12次元クロマベクトル+∆

とし，それ以外の和音は第 3音に着目してmajor，minorへ
近似した．クラスタリングの停止基準を調節し，段階的に決
定木の規模を変化させながらモデルを作成した．モデルにお
ける Viterbi探索により，認識データに対して事後確率が最
大となる和音系列を推定する．全楽曲を学習・認識に用いる
場合をクローズデータ，発表順偶数番アルバムと奇数番アル
バムで学習・認識を交互検定する場合をオープンデータとし，
各々において和音の認識率を算出する．
4.2 主観評価実験
得られた楽曲間の客観的距離の妥当性を評価するため，聴

取実験により主観的類似度を測定し，それらの比較を行う．
本研究では，楽曲構造ごとに楽曲を分割した各々を類似度

の比較対象とする．各比較対象の曲中において，4拍からな
る順次 4小節を 1フレーズと定め，和音の認識結果を用いて，
クラスタ数 16を停止基準としフレーズのクラスタ分割を行
う．なお，楽曲構造情報，拍情報 [4]は既知とした．
基準曲 1曲と，対する客観類似度が段階的な 5曲の比較曲，

計 6曲を 1つのデータセットとし，どの比較曲が基準曲に類
似しているかを順位付けする．実験では，基準曲と比較曲中
の 2曲を 1組として提示し，基準曲に近いと感じた方を選択
させた．データセットをA，B，Cの 3セット用意し 10人の
各評価者に全 30組分を評価させ，1組につき 10個のデータ
より類似度を得た上で，サーストンの一対比較法による評価
尺度により主観的類似度を得た．楽曲の客観的距離は，(a)ク
ローズデータによる推定和音，(b)オープンデータによる推
定和音，を用い算出し，主観的類似度との関係を確認する．
4.3 結果と考察
和音認識実験に関して，図 2(a)にオープンデータにおける

認識結果を，図 2(b)にクローズデータにおける認識結果を示
す．いずれも音響モデルの精密化により，認識率の向上が確
認できる．クローズデータにおいて，モデルを細分化するに
従い，認識率が向上する傾向が見られた．これは，認識デー
タの特徴を学習データで表現できているため，モデルの詳細
化が十分に機能した結果であるといえる．一方オープンデー
タに関しては，モデルサイズにより認識率に揺らぎが生じて
いるが，クローズデータとは対照的にモデルサイズが大きく
なるに従い，認識率が低下する傾向が見られた．これは，詳
細化を進めるにつれモデルの汎化性が低下したためであると
考えられる．
また，主観評価実験に関して，得られた客観的距離との関

係性を図 3に示す．(a)による客観的距離に関しては主観的
類似度との間に一定の負の相関がみられた．これは和音認識
において本来の和音との近親関係のある和音へと認識誤りが
なされたため，フレーズ間の距離計算で認識誤りが吸収され，
結果として妥当なフレーズの分類がなされたからであると考
えられる．一方 (b)による客観的距離に関しては負の相関は
みられなかった．これは過度な認識誤りによりフレーズの分
類が適切になされなかったことが原因であると考えられる．
データセット Bに関しては (a)，(b)共に相関が希薄であっ
た．これは被験者がジャンルやリズムなど，和音進行以外の
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図 2: 各モデル規模における和音認識結果
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(a) クローズデータの推定和音進行による客観的距離
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(b) オープンデータの推定和音進行による客観的距離
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図 3: 楽曲間の客観的距離と主観的類似度の関係

要素により主観的な類似性を決定したことが原因であると考
えられる．

5 まとめ
本稿では，和音進行に着目し楽曲構造を簡略化し，客観的
に楽曲間の類似度を算出する枠組みを提案した．音響信号か
ら推定した和音進行に基づきフレーズの共通性を自動決定し，
楽曲構造を近似したのちに，楽曲間のフレーズの出現傾向の
違いにより客観的距離を算出した．聴取実験の結果，一定の
和音認識率が得られた場合，人間の感覚に即した客観的距離
が算出できていることが示唆された．
今後の課題として，フレーズの分類に認識和音の尤もらし
さを反映させることが挙げられる．推定した和音の信頼度を
考慮し，起こりうる認識誤りに柔軟に対処できるような距離
尺度においてフレーズの分類を行うことで，より妥当な客観
的距離を算出することが可能になると考えられる．
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