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あらまし   本システムは，PC を用いた音楽メディアのクリエイション支援を目的とし，音楽音響信号の時系列
印象変化を，フレーズ単位で分析する．作曲者の創作活動における重要な対象は，高度な知識とスキルを引き出す

ためのクリエイション支援環境の実現である．そこで，本システムは，フレーズおよび音楽構造（メロディ・リズ

ム・ハーモニー）に着目した，音響信号の分析を行う．その際，音楽ジャンル毎の典型的なフレーズと，作曲者が

分析対象とする楽曲に含まれるフレーズとの相関を，時系列で計量することにより，作曲者は，分析対象とする楽

曲の印象変化を，フレーズごとに理解することが可能となる．本システムにより，フレーズおよび音楽構造に関す

る知識を軸とした，創造的・効率的な音楽クリエイションの実現が期待できる．  
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1. まえがき  
近年，PC を用いた音楽クリエイションは，手軽な創

作活動として，エンドユーザーにも広まっている．PC
と音楽編集ソフトウェアさえあれば，高価な楽器類を

購入することなく，誰でも創作活動を始めることがで

きる．また，2013 年，W3C は，”Web Audio API”と ”Web 
MIDI API”を発表した．WWW 上でのオープンな音楽ク
リエイションに向けた動きが，加速している．  
こうした環境が整う一方で，作曲者に必要とされる

音楽の知識やスキルは，依然として個人の勘や経験に

依存している面が大きい．特に，PC を用いた音楽クリ
エイションという，新しい様式の作曲方法においては，

その傾向が強く見られる．  
そこで，我々は，作曲者の創作活動における重要な

対象である「高度な知識とスキルを引き出すためのク

リエイション支援環境」の実現を目的とし，「音響信号

を対象とした音楽クリエイションのための時系列フレ

ーズ相関計量システム」を提案する．  
本システムの特色は，音楽音響信号を，人間にとっ

て意味のある単位 (フレーズおよび音楽の 3 要素 )へ分
割・分解し，その特徴を抽出する点にある．すなわち，

作曲者は，楽曲の印象変化を，音楽の 3 要素ごとに，
フレーズを単位とした時系列で理解することが可能と

なる．  
 

2. 関連研究  
本システムの関連研究として，以下の 3 つの分野が

挙げられる．  
1. 音楽情報処理  
2. 感性情報検索  

3. 時系列データ処理  
 
音楽情報処理の分野では，ジャンル分類や，自動採

譜，音楽 /聴覚情景分析などの研究が進められている
[1]-[6]．本システムにおいても，これらの研究が提案
する，音楽音響信号の特徴量を，相関計量の参考とし

ている．  
感性情報検索の分野では，コンピューターが，人間

のように対象の意味を解釈する，セマンティック・コ

ンピューティングが提唱されている [7]-[8]．音楽や画
像等のマルチメディア・データベースを対象とした，

コンピューターによる意味計量の文脈に，本システム

も位置付けられる．  
時系列データ処理の分野では，通信や信号，ファイ

ナンスデータ等の時系列データの処理手法が提案され

ている [9]-[10]．  
 

3. 基本方式  
3.1. システムの概要  
本システムは，2 つの音楽音響信号間の相関を，フ

レーズを単位として，時系列で計量する．2 つの音楽
音響信号とは，作曲者が「分析対象とする楽曲 (X)」と，
音楽ジャンル毎の「典型的なフレーズ (Y)」の 2 つの音
響信号を指す．  
本システムは，以下の手順によって，「分析対象と

する楽曲 (X)」の時系列印象変化を，フレーズ単位で分
析する (図 1)．  

1. 「分析対象とする楽曲 (X)」を，楽曲のテンポを
もとに，フレーズに分割する．  

2. 「分析対象とする楽曲 (X)」を，音楽の 3 要素で



 

 

ある，「メロディ」「リズム」「ハーモニー」へと

分解する．  
3. 分割・分解した 3 要素のフレーズそれぞれにつ
いて，「典型的なフレーズ (Y)」との相関を計量
する．  

 

図 1：システム概要図  
本システムの具体的な利用シーンは以下の通りで

ある．作曲者が，指標や参考にしたいと考えている楽

曲を，「分析対象とする楽曲 (X)」としてシステムに入
力する．システムは，上記の手順によって，入力され

た楽曲の時系列印象変化を，計量・表示する．それを

受けた作曲者は，「分析対象とする楽曲 (X)」の構造を
理解し，クリエイションに応用することができる．  
例えば，「楽曲 P のリズムについて，サビ部分はロ

ック調だが，A メロ部分はジャズ調だ」だとか，「楽曲
Q のメロディに関して，全体的にポップスの要素が強
いが，ブリッジの場面はジャズ調である」等の知見を

得ることができる．  
 

3.2. データ構造  
本システムが対象とする 2 つの音楽音響信号の概要

とそのデータ構造について説明する．  
 

3.2.1. 対象データの概要  
「分析対象とする楽曲 (X)」は，量販店や WEB 上等

で提供される，一般ユーザー向けの音楽ファイルであ

る．これらは，MP3 ファイルや AAC ファイル等の圧
縮音源として提供されることが多い．  
「典型的なフレーズ (Y)」は，PC を用いた作曲者向

けに作成された，「サンプリング CD」等の名称で提供
される音楽ファイルである．サンプリング CD とは，”
プロミュージシャンによる楽器演奏フレーズをオーデ

ィオとして収めた素材集 [11]”を指す．本システムで
は，”楽器のフレーズや，ドラムやパーカッションのリ

ズムパターンなど，一定の周期で繰り返し再生するの

に適したサウンド [11]”，すなわち，「ループ素材」を
利用する．「典型的なフレーズ (Y)」には，例えば，「16
ビートのポップスに典型的な 2 小節分のドラムフレー
ズ」や，「R&B に典型的な 1 小節分のボーカルフレー
ズ」が含まれる．  

 

3.2.2. 対象データの構造  
本システムは，対象とする 2 つの音楽音響信号を，

あらかじめ以下の形式に変換した上で，相関計量を行

う．なぜならば，相関計量にあたり，データの次元数

を統一させる必要が生じるからだ．  
・	 WAVE ファイル  
・	 サンプリング周波数：44.1kHz 
・	 量子ビット数：16bit 
これらの形式は，一般的なオーディオ CD の音楽デー
タのそれと合致している．  

 
相関計量の段階において，「分析対象とする楽曲 (X)」
と「典型的なフレーズ (Y)」は，高速フーリエ変換 (FFT)
によって，n 行 44100 列の行列構造を持つデータとな
る (図 2-図 3)．すなわち，この行列は，フレーズ1から
フ レ ー ズ 𝑛 (𝑃!…𝑃!) ま で の 周 波 数 ス ペ ク ト ル

(1𝐻𝑧… 44100𝐻𝑧)を， 1 行毎に格納したマトリクスであ
る．なお，𝑛は楽曲の長さ (フレーズ数 )に依存する．  

 

 

図 2：対象データの構造  

 



 

 

図 3：対象データ例  
 

3.3. 演算  
本システムは，フレーズおよび音楽の 3 要素に分

割・分解した「分析対象とする楽曲 (X)」と，「典型的
なフレーズ (Y)」との相関について，以下の手法で計量
を行う (図 4)．  

1. コサイン類似度  
2. Brute-force 検索 (力任せ検索 ) 
これらの手法は，それぞれ，  

1. 計量結果が正規化される  
2. 楽曲の長さに依存しない計量が可能  
という利点がある．  
 

 
図 4：Brute-force 検索 (力任せ検索 )の概説図  
 
「分析対象とする楽曲 (X)」が，フレーズ1からフレー
ズ𝑢 (𝑃!…𝑃!)を持ち，「典型的なフレーズ (Y)」が，フレ
ーズ1からフレーズ𝑣 (𝑃!…𝑃!)を持つとした時 (𝑢 > 𝑣)，フ
レーズ 𝑡  (1 ≤ 𝑡 < 𝑢 − 𝑣)におけるコサイン類似度 𝑆!は，
以下の式で表現される (式 5)．ただし，フレーズ 𝑡にお
ける「分析対象とする楽曲 (X)」と「典型的なフレーズ

(Y)」の周波数スペクトルを，それぞれ，𝑋.𝑃! ,𝑌.𝑃! のよ
うに，ベクトルの形式で表記することとする．  

𝑆! =
1
𝑣

𝑋.𝑃! ∙ 𝑌.𝑃!!!!!
𝑋.𝑃! 𝑌.𝑃!!!!!

!!!!!

!!!

 (𝑢 > 𝑣, 1 ≤ 𝑡 < 𝑢 − 𝑣) 

式 5：コサイン類似度𝑆! 
コサイン類似度 𝑆!は，0.0 ≤ 𝑆! ≤ 1.0の値を取り，1.0に
近づくほど，2 つのフレーズが類似していることを示
す．  

 

4. 実現方法  
4.1. システムの実装  
本システムは，以下の 6 つのステップによって実装

されている (図 6)．なお，STEP1 から STEP5 までが
MATLAB，STEP6 が MATLAB および Ruby on Rails に
よる実装である．  

STEP1. テンポ解析  
STEP2. フレーズ分割  

STEP3. 周波数フィルタ  
STEP4. FFT 
STEP5. 相関計量  
STEP6. 計量結果の可視化  

 
図 6：システムの 6 つのステップ  
以下の節で，ステップごとの具体的な手法を述べる． 
 

4.1.1. テンポ解析  
BPM(Beat Per Minute)と呼ばれる指標を用いて，楽曲

のテンポを解析する．BPM とは，1 分間における楽曲
の拍数を表す指標である．  
音楽音響信号の BPM は，楽曲の隣り合うフレーム

(信号をごく短い一定時間で分割したもの )間の音量差
をもとに推定される．詳細な数式等については，本稿



 

 

では割愛する．  
楽曲のテンポを解析することで，拍や小節といった，

人間の認識にとって意味のある単位でのフレーズ分割

が可能となる．  
 

4.1.2. フレーズ分割  
STEP1 で求めたテンポの値を利用し，楽曲を分割す

る．本システムでは，4 拍子の楽曲が入力されること
を想定し，4 拍すなわち 1 小節を，フレーズの基本単
位とした．  

 

4.1.3. 周波数フィルタ  
本システムは，音楽音響信号を，音楽の 3 要素「メ

ロディ」「リズム」「ハーモニー」に分解するため，FIR
フィルタを適用した (図 7，表 8)．  
「メロディ」にはボーカルが，「リズム」にはバス

ドラムとハイハットが，「ハーモニー」にはベースが，

それぞれ強調されるよう，通過させる周波数帯域を選

定した [12]．  

 

図 7：FIR フィルタの適用イメージ  
 

要素  通過させた周波数帯域  
メロディ  150Hz – 4kHz 
リズム  1 – 80Hz, 4000Hz-10kz 
ハーモニー  80 – 300Hz 
表 8：要素ごとの通過周波数帯域  

 

4.1.4. FFT 
STEP1-STEP3 で分割・分解された 3 要素のフレーズ

それぞれを対象に，FFT(高速フーリエ変換 )を実行し，
周波数スペクトルを求める．  
入力された音楽音響信号は，フレーズ毎の周波数ス

ペクトルが算出されたのち，”2.2.2. 対象データの構造 ”
の項で触れた，n 行 44100 列の行列へと変換される．  

 

4.1.5. 相関計量  
フレーズおよび音楽の 3 要素に分割・分解した「分

析対象とする楽曲 (X)」と，「典型的なフレーズ (Y)」と
の相関を，コサイン類似度𝑆!と Brute-force 検索 (力任せ
検索 )を用いて計量する．詳細な数式等は， ”2.2.3. 演
算 ”の項を参照されたい．  
本システムにおける相関計量は，音楽の 3 要素に分

解した「分析対象とする楽曲 (X)」について，1 小節を
単位としたフレーズごとに，時系列で結果を出力する

点に特徴がある．  
 

4.1.6. 計量結果の可視化  
本システムは，相関計量の結果を，2 つの形式で可

視化する．すなわち，MATLAB による計量結果の時系
列プロットと，Ruby on Rails による Web インターフェ
ースである．  

 

4.1.6.1. 時系列プロット  
パネルを上下 2 段に分割した形で可視化をする (図

9)．上段には，「分析対象とする楽曲 (X)」の波形をプ
ロットする．下段には，「分析対象とする楽曲 (X)」と
「典型的なフレーズ (Y)」に含まれるいくつかの「ルー
プ素材」とのコサイン類似度𝑆!を，それぞれ 1 小節の
フレーズごとに，時系列で表示する．  
このようなプロットを行うことで，作曲者は，コサ

イン類似度𝑆!の値が大きい地点を，「分析対象とする楽
曲 (X)」波形と照らし合わせて参照することが可能にな
る．  

 
図 9：MATLAB による時系列プロット  

 

4.1.6.2. Web インターフェース  
画面を上下 2 段に分割したインターフェースを採用

した (図 10)．上段には，クラウド音楽共有サービス
SoundCloud を利用し，「分析対象とする楽曲 (X)」の波
形をプロットする．下段には，コサイン類似度 𝑆!の大
きい「典型的なフレーズ (Y)」を抽出し，その「ループ
素材」の名称とコサイン類似度𝑆!の値を，それぞれ 1
小節のフレーズごとに，時系列で表示する．  
上段は，実際に「分析対象とする楽曲 (X)」を再生し

ながら，時刻と波形との位置関係を確認できる．その

ため，作曲者にとって，直観的に理解しやすいインタ

ーフェースが実現可能である．  



 

 

 

図 10：Web インターフェースのスクリーンショット  
 

5. 評価実験  
5.1. 評価方法  
本稿では，標準的・客観的な評価方法を適用するた

め，本システムを，楽曲のジャンル分類機として評価

する．具体的には，あらかじめジャンルのラベルが付

与された「分析対象とする楽曲 (X)」が，  本システム
を介すことで，全体としてどのジャンルに分類される

かを確認する．その結果から，適合率 (precision)，再現
率 (recall)，F 値 (f-measure)を算出し，評価を行う [2]．  
評価実験に利用したデータセットを，以下に示す (表

11)．  
分類  データセット名  詳細  

分析対

象とす

る楽曲

(X) 

GTZAN Genre 
Collection [13] 

10 種類のジャンルに
分類された楽曲サン

プル群．ジャンルそ

れぞれについて，30
秒の楽曲が 100 種類
ずつ収録されてい

る．  

典型的

なフレ

ーズ (Y) 

Cakewalk Music 
Creator 5 

Roland が提供する音
楽編集ソフトウェア

に収録された「楽曲

制作に活用できる

3,000種類以上のルー
プ素材」集．ジャン

ル毎の典型的なフレ

ーズが，ドラムやベ

ースなど，パートご

とに収録されてい

る．  
表 11：評価実験に使用したデータセット  

 
なお，本評価実験では，使用する楽曲のジャンルを，

Hip-Hop， Jazz，Rock に限定し，周波数フィルタに用
いる音楽の要素は，「リズム」とした．これは，「典型

的なフレーズ (Y)」のデータセット内に，上記のジャン
ルと要素が，偏りなく同数ずつ含まれていたためであ

る．すなわち，本評価実験では，「典型的なフレーズ (Y)」
として，Hip-Hop， Jazz，Rock の典型的なドラムフレ
ーズをそれぞれ 32 種類，合計 96 個の「ループ素材」
を用いた．  

 

「分析対象とする楽曲 (X)」の，全体としてのジャン
ル分類は，以下の手順で行う．  

1. 「分析対象とする楽曲 (X)」を固定し，上記の
96 個の「ループ素材」を「典型的なフレーズ (Y)」
として，それぞれ相関計量を行う．  

2. 「分析対象とする楽曲 (X)」の各地点 (フレーズ )
における，96 個の「典型的なフレーズ (Y)」と
のコサイン類似度𝑆!を，それぞれ値の大きい順
に並べ替える．つまり，「分析対象とする楽曲

(X)」の各地点 (フレーズ )で も類似度の高い

「典型的なフレーズ (Y)」が，時系列で抽出さ
れる．  

3. 手順 2 で抽出された も類似度の高い「典型的

なフレーズ (Y)」群の中から， 頻出の「ルー

プ素材」を探索する．その結果を，「分析対象

とする楽曲 (X)」の，全体としてのジャンルと
する．  

以上を，各ジャンル 10 曲ずつ繰り返す．本評価実
験は，この計 30 曲分の分類結果 (予測結果 )と，デー
タセットの真の結果をもとに，精度 (Precision)，再
現率 (Recall)，F 値 (F-measure)を算出する．  
 

5.2. 実験結果  
評価実験結果を，以下に示す (表 12)．  

ジャンル  精度  
(Precision) 

再現率  
(Recall) 

F 値  
(F-measure) 

Hip-Hop 0.41 0.70 0.42 
Jazz 0.58 0.70 0.63 
Rock 1.00 0.10 0.18 

表 12：リズムを対象としたジャンル分類評価実験結果  
本評価実験では，Hip-Hop と Jazz について，「分析

対象とする楽曲 (X)」それぞれにランダムにラベルを付
与するよりも，有意な結果を得ることができた．しか

し，Rock に関しては，十分な結果を得ることができな
かった．このことからは，本評価実験方法では，分析

対象とする楽曲 (X)に用いるデータセットを，より具体
的にジャンル分類した上で実験を行う必要があること

が示唆される．  
 

6. まとめ・今後の展開  
本稿では，「音響信号を対象とした音楽クリエイシ

ョンのための時系列フレーズ相関計量システム」を提

案した．その中で，本システムの特色が，音楽音響信

号を，人間にとって意味のある単位 (フレーズおよび音
楽の 3 要素 )へ分割・分解し，その特徴を抽出する点に
あることを示した．本システムにより，フレーズおよ

び音楽構造に関する知識を軸とした，創造的・効率的

な音楽クリエイションの実現が期待できる．  
楽曲全体のジャンル分類を行う評価実験では，3 つ



 

 

のジャンルのうち，2 つのジャンルで，リズムについ
て有用な結果が得られた．一方で，本システムの目的

は，「分析対象とする楽曲 (X)」の，全体としての印象
ではなく，フレーズおよび音楽の要素ごとの時系列印

象変化を求めることにある．本システムの分類器とし

ての精度向上に加え，楽曲内の個別具体的なフレーズ

に着目した実験方法の確立を，課題としたい．  
今後の展開として，ユーザーインターフェースの拡

充を目指す．現在は，簡易な Web インターフェースの
実装に留まっているが，その開発と利活用について，

作曲者目線を重視しながら取り組みたい．また，モバ

イル端末向けの，フレーズを全面に出した楽器演奏支

援アプリケーション [14]なども開発されており，こう
した作曲者・演奏者支援の新しい動きにも注視してい

く．  
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