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楽曲全体における特徴量の傾向に基づいた類似検索手法
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あらまし 本研究では，楽曲中における曲調の変化を考慮した楽曲類似検索手法について提案を行う．既存手法の一

つとして，楽曲の曲調を特徴付ける特徴部分を楽曲から抽出し，その特徴部分を比較することによって類似検索を行っ

ている手法がある．ところが，この手法の場合，特徴部分の一部分だけの比較を行っているため，一部分の曲調しか

考慮することができないと考えられる．そこで本研究では，特徴部分を文書における単語に相当するものとし，楽曲

に対する特徴部分の出現傾向を考慮することにより類似検索を行う．この方法は，文書が単語から構成されているこ

とに対し，楽曲は特徴部分から構成されているといった対応関係に着目したことに基づいている．文書の類似検索に

用いられるベクトル検索モデルを利用することにより，楽曲に対する特徴部分の重要度を算出することが可能となり，

曲調の変化を考慮した類似検索を行うことができる．提案手法を評価するために，平均精度を比較することによる評

価実験を行った．
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Abstract In this paper, we proposed a music similarity retrieval method which consider changes of melodies in a

music. In current methods, a method extracts features that characterize melody, and its method makes similarity

retrieval by comparing characterized parts. However, its method deals with only a part of feature parts, and its

method can consider only a part of melodies. Therefore, we consider feature parts in retrieval target music to be

terms in a text, and we develop retrieval method by considering appearance tendencies of feature parts in songs.

This method is based on aiming at relations a text that consists of terms with a music that consists of feature parts.

In view of using vector retrieval model in text similarity retrieval, we can consider importance of feature parts in

music, and we can make similarity search considered a change of melodies in a music. Moreover, we experimented

using comparing average precision for evaluating our method.
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1. は じ め に

日常の中で，店内の BGM，TV 番組の BGM，ドラマや映

画の BGMなどによって，楽曲を受動的に聞く機会がある．こ

のとき，視聴者が，その楽曲に興味を持つことによって，曲名

や演奏者名といった楽曲の情報だけでなく，その楽曲と似てい

る楽曲も探したいといった要望を抱く場合が考えられる．とこ

ろが，この場合，視聴者が楽曲に対して持つ印象は曖昧である

ため，視聴者の判断によって膨大な楽曲の情報から類似してい

る楽曲を探すことができない．そのため，楽曲の類似検索に対



する需要が高まっているといえる．ここで本研究では，似てい

る楽曲の定義として，楽曲に含まれる一部のフレーズが似てい

るという定義を行うのではなく，楽曲全体を通して印象や構成

の変化が似ているという定義を行う．その理由として，視聴者

が楽曲に興味を持つ際，一部分の印象だけに興味を持つのでは

なく，楽曲全体を通しての印象および構成の変化や展開に興味

を持つと考えるためである．

現在，楽曲の類似検索手法についての研究が行われてい

る [1], [2]．また，Web上においては，利用者が入力した楽曲と

類似する楽曲を表示するサービスが行われている [3]．これらの

類似検索手法では，楽曲の印象を特徴付ける部分である特徴部

分を楽曲から抽出し，その特徴部分を類似比較することによっ

て楽曲の類似検索を行っている．ただし，楽曲に含まれる特徴

部分の一部分だけを用いた類似比較を行っており，一つの楽曲

全体に対して類似比較を行っていない．ところが，楽曲に含ま

れる特徴部分の種類は一つだけではなく，楽曲の印象や構成が

変化することに伴い，特徴部分の種類も変化することが考えら

れる．このことにより，楽曲には様々な種類の特徴部分が含ま

れているため，特徴部分の一部分を用いた類似比較をするだけ

では楽曲が持つ印象や構成の変化を考慮することができない．

そのため，楽曲全体の印象や構成を考慮した類似検索を行うこ

とができないといった問題が考えられる．

そこで，本研究では，楽曲に含まれる特徴部分の傾向を考慮

することによって，楽曲全体の印象や構成を考慮した類似検索

を行う手法について提案を行う．特徴部分の傾向を抽出する方

法として，文書における類似検索に用いられるベクトル検索モ

デルの考え方を用いる．この考え方は，楽曲の構造と文書の構

造との対応関係に着目したことに基づいている．文書は様々な

種類の単語によって構成されており，文書における類似検索で

は，文書を特徴付けている単語の傾向に基づいて類似検索を

行っている．一方で，楽曲は様々な種類の特徴部分によって構

成されている．そこで，楽曲の類似検索において，楽曲を特徴

付けている部分の傾向を考慮することにより，楽曲全体の印象

や構成を考慮した類似検索を行うことが可能となると考える．

本研究では，類似検索を行う対象のデータ形式として PCM

形式を用いる．計算機上で扱われる楽曲データの形式には主に

MIDI形式と PCM形式の二つがあるが，一般的な視聴として

主に扱われるデータの形式は PCM形式である．そこで，類似

検索の汎用性を考慮し，PCM形式のデータを対象とした．

2. 関 連 研 究

本研究に関連する研究として，楽曲の類似検索にN -gram手

法を適用した研究がある．Shyamalaら [4]は，楽曲に含まれる

音符の列を文字列へ変換し，その文字列に対して N -gram 手

法を適用している．音符の列を文字列としてみなしているこ

とから，楽曲の構造を文書の構造に置き換えるという点にお

いて，本研究と類似している．ただし，索引付けの手法として

N -gram手法を用いていることから，単語とみなす区間を固定

長としてとらえており，特徴部分によるフレーズの長さを考慮

していない．そのため，特徴部分として意味のまとまりが無い．

この点において，特徴部分を可変長としてとらえることによっ

て特徴部分としての意味を考慮する本研究と異なっている．ま

た，対象とする楽曲データの形式としてMIDI形式を用いてお

り，本研究において用いる PCM形式と異なっている．

さらに，Downie ら [5] は，楽曲類似検索手法を評価する際

に，N -gram手法を用いて一つの楽曲を固定長の単位に分割し，

分割した各単位に対して TF-IDF法を適用している．楽曲の類

似検索に文書の類似検索手法を適用している点において本研究

と類似している．ただし，TF-IDF法の適用対象が N -gramで

取得した単位であるため，固定長といった点で異なっていると

考えられる．また，Uitdenbogerdら [6]は，Downieらの手法

に対し，バイオインフォマティクスの分野で用いられるローカ

ルアラインメント手法を適用したN -gramほど有効ではないこ

とを指摘している．

一方，音声学に基づいて，楽曲構造と文書構造が対応関係に

あることに着目した研究がある [7]．この研究では，楽曲を可変

の区間ごとに区切り，その区間を一つの単語とみなしている．

可変の区間を楽曲の特徴としてとらえるという点において，可

変の特徴部分を抽出する本研究と類似している．しかし，楽曲

に含まれるすべての区間を単語としてとらえており，その単語

を連続させることによって楽曲の構成を表している．この点に

おいて，複数の楽曲間における類似部分から楽曲に含まれる特

徴部分を抽出する本研究と異なっている．

3. 特徴部分の傾向を考慮した類似検索

既存の類似検索手法では，楽曲の一部分から得られた特徴部

分を用いることによって類似検索が行われている．ところが，

楽曲には様々な種類の特徴部分が含まれるため，一部分の特徴

部分だけでは楽曲全体を考慮した類似検索を行うことができ

ない．

例として，問合せに楽曲 Aを用い，検索対象楽曲群に楽曲 B

が含まれるときの類似検索を考える．ここで，楽曲 Aは静かな

印象を持つ楽曲とする．また，楽曲 Bは静かな印象と明るい印

象を持つ楽曲であるとする．楽曲 Aと楽曲 Bは楽曲全体を通

して類似していないとする．このとき，楽曲に含まれる一部分

の特徴部分を用いた類似比較による類似検索システムでは，楽

曲 Aに含まれる静かな印象の特徴部分と楽曲 Bに含まれる静

かな印象の特徴部分が類似していると判断する．そして，楽曲

Aと楽曲 Bの一部分が類似していることにより，楽曲 Aと楽

曲 Bは類似していると判断する．しかし，楽曲 Aにおける曲

調の変化と楽曲 B における曲調の変化が類似しているかどう

かについては考慮していないため，楽曲 Aと楽曲 Bが楽曲全

体を通して類似しているかどうかを正しく判断することができ

ない．

そこで本研究では，楽曲全体の特徴を考慮するために，楽曲

全体における特徴部分の傾向を考慮する．このことにより，楽

曲がどのような特徴部分を持っているかという判断を行うだけ

でなく，楽曲にはどのように特徴部分が含まれるかという判断

を行う．例として，前段落において述べた例を用いる．楽曲 A

は静かな印象を持つ楽曲であるため，静かな印象を表す特徴部



問合せに含まれる特徴部分を抽出

特徴部分データベース
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図 1 提案手法による類似検索システムの概要

Fig. 1 Abstract of simirality search based on proposal method

分だけが現れる．一方，楽曲 Bは静かな印象を表す特徴部分に

加え，明るい印象を表す特徴部分も現れる．ここで，楽曲に含

まれる特徴部分の出現傾向を考慮すると，楽曲 A における特

徴部分の出現傾向と楽曲 B における特徴部分の出現傾向は異

なっているといえる．このことにより，楽曲 Aにおける曲調の

変化と楽曲 Bにおける曲調の変化が類似していないと判断し，

楽曲 Aと楽曲 Bが楽曲全体を通して類似していないことを判

断することができる．

3. 1 処理の概要

提案手法による類似検索システムの概要を図 1に示す．本シ

ステムでは，問合せに含まれる特徴部分の傾向と各検索対象楽

曲に含まれる特徴部分の傾向をベクトル検索モデルによって類

似比較する．このことによって，楽曲全体における特徴部分の

傾向を考慮した類似検索を行う．

類似検索のために，各検索対象楽曲に含まれる特徴部分の

傾向を前処理によって取得しておく．そして，特徴部分データ

ベースおよび検索対象楽曲データベースの構築を行う．特徴部

分データベースには，各検索対象楽曲から抽出した複数の特徴

部分を格納する．また，検索対象楽曲データベースには，各検

索対象楽曲における各特徴部分の出現頻度を格納する．

利用者は，類似比較したい楽曲の PCMデータを問合せとし

て入力する．システムは，Step1として問合せと特徴部分デー

タベースを照合し，問合せにどのような特徴部分が出現してい

るかを抽出する．そして，Step2では，問合せにおける各特徴

部分の出現頻度を算出する．一方，Step3として各検索対象楽

曲における各特徴部分の出現頻度を，検索対象楽曲データベー

スから取得する．問合せおよび各検索対象楽曲における各特徴

部分の出現頻度を取得すると，Step4としてそれぞれの出現頻

度を用いて各楽曲間の類似度を算出する．最後に，利用者に対

し類似度算出結果を出力する．

3. 2 特徴量の類似部分抽出

楽曲に出現する各特徴部分は一定の長さを持たず，楽曲の構

成によって異なった長さを持つことが考えられる．例えば，一

楽曲A

楽曲B

類似

特徴部分 a

特徴部分 a

特徴部分 b

特徴部分 b
特徴部分 c

特徴部分 c
特徴部分 a

特徴部分 d

特徴部分 d

図 2 類似部分による特徴部分の定義

Fig. 2 Definition of feature part based on similarity part

つの楽曲中に短いフレーズと長いフレーズが混在する場合であ

る．この場合，仮に各特徴部分の長さを一定としてとらえると，

フレーズの存在が無視されることとなる．そこで，各特徴部分

の長さを可変長としてとらえるために，各特徴部分が持つ長さ

を考慮した特徴部分の取得を行う．

ただし，本研究で扱う PCM データは時系列データである．

文書において単語の可変長をとらえる場合は，文字という最小

の単位があり，単語辞書などを用いた形態素解析を行うことが

可能である．一方，時系列データは連続したものであるため，

1文字のような単位が存在せず，特徴部分の辞書は存在しない．

そのため，時系列データを区分化し，可変長の特徴部分を抽出

することは困難である．

ここで，楽曲を未知の言語によって書かれた文書と考える．

未知の言語によって書かれた文書を解読する場合，単純な解読

方法として，多くの文字列中において類似する文字列のパター

ンを抽出し，そのパターンを単語として定義する方法がある．

そこで，本研究ではこの方法に基づいて，楽曲における連続し

た時系列データを文書における文字列とみなし，複数の楽曲間

において時系列データから得られる特徴量が類似する部分を抽

出する．そして，その類似部分を一つの特徴部分と定義するこ

とにより，ある特徴部分を可変長としてとらえる．

本研究における類似部分の概念図を図 2に示す．図 2では楽

曲 Aと楽曲 B間の類似部分を抽出し，それぞれの類似部分を

特徴部分としている．ここで，特徴部分 cのように他の特徴部

分に含まれている場合や，特徴部分 d のように他の特徴部分

と重なる場合についても考慮する．類似部分を抽出することに

よって，波形における最小単位を考慮する必要が無くなり，波

形の連続性を保ったまま，可変長の特徴部分を取得することが

可能となる．

3. 2. 1 楽曲の特徴量

楽曲の特徴量として，時系列データから得られる二つの値を

用いる．一つは，類似部分に対する FFT(Fast Fourier Trans-

form)値を算出することによって得た周波数分布である．周波数



楽曲A

楽曲B

フレームA フレームB フレームC フレームD
θ＜類似度 θ＜類似度 θ＜類似度 θ＞類似度類似 類似 類似 非類似

連結 一つの特徴部分
図 3 フレームの類似比較による特徴部分の取得

Fig. 3 Extraction of feature part based on comparing frames

分布とは周波数領域を n等分し，それぞれの区間において振幅

値を総和した値である．周波数分布を特徴量とすることによっ

て，音色や音質の違いを考慮することができると考える．n個の

周波数分布 F1, F2, · · · , Fnを得るとき，h番目 (h = 1, 2, · · · , n)

の区間における Fh の算出式を (1)式に示す．

Fh =

hN∑
i=(h−1)N+1

fi (1)

ただし，周波数領域中の周波数点 i における振幅値を fi と

し，一つの区間における周波数点の数を N とする．

もう一つの特徴量は，類似部分の平均音量である．平均音量

は，類似部分において，各標本化点の振幅値を平均化した値で

ある．平均音量を特徴量とすることによって，音の強弱による

印象の違いを考慮することができると考える．平均音量 Aの算

出式を (2)式に示す．

A =

∑L

j=1
aj

L
(2)

ただし，類似部分において j 番目 (j = 1, 2, · · · , L)の標本化点

における振幅値を aj とし，類似部分の長さを Lとする．

3. 2. 2 楽曲の特徴部分を取得する範囲

3. 2. 1節で述べた特徴量の取得には，類似部分の長さ Lが必

要である．しかし，類似部分を抽出していない段階では，類似

部分の長さが未知であるため，類似部分全体に対して FFT値

を算出することができない．そこで，波形を細かなフレームへ

分割し，特徴量が類似するフレームを連結することによって，

類似部分の長さを取得する．

類似部分の長さを取得する処理として，まず，特徴量を取得

する各楽曲において，一つのフレームに対して特徴量の取得を

行う．そして，各楽曲のフレームにおいて，各特徴量を要素と

したベクトルを生成し，ベクトル間の類似度を算出する．この

とき，算出した類似度が閾値 θ を超えていれば，後続のフレー

ムへ処理を移す．後続のフレームへ処理を移す中で，θ を下回

るフレームが現れると，処理を終了する．そして，類似部分と

して，処理を開始したフレームから処理を終了したフレームの

一つ前にあたるフレームまでを類似部分とする．処理の開始時

に θ を下回った場合は，後続のフレームから類似部分の抽出処

理を改めて開始する．

類似部分の長さを取得する例を図 3に示す．この例では，特

徴量を取得する各楽曲において，フレーム A，B，C，Dが連

続している場合を考える．このとき，フレーム A，B，Cの類

似度が θ を超えており，フレーム D において類似度が θ を下

回ると，フレーム A，B，Cを合わせて類似部分とし，フレー

ム Dは含まれないこととなる．

なお，フレームの長さは 25[msec]とし，フレームをずらす

周期は 10[msec]とする．これらの値は音声認識で広く用いら

れている値であることから，本研究においてもこれらの値を用

いる．また，ベクトル間類似度の定義としてコサイン尺度を用

いた．

3. 2. 3 楽曲から取得した特徴部分の分類

楽曲から取得した特徴部分は，平均音量と周波数分布の組合

せによって識別している．しかし，平均音量と周波数分布は様々

な値を持っていることから，多数の組合せが存在することが考

えられる．そのため，同じ組合せの特徴部分が出現しにくくな

り，特徴部分の出現頻度を考慮することが困難となる．そこで，

組合せが類似している特徴部分を同一の特徴部分とみなし，特

徴部分の種類を限定するための分類を行う．各特徴部分間の比

較は，類似部分の長さ L が等しい特徴部分間において行われ

る．比較処理として，各特徴部分に含まれる各フレーム間の類

似度を算出する．このとき，算出したすべてのフレーム間類似

度が閾値を超えていれば同一の特徴部分であるとみなし，すべ

ての類似度が閾値を超えていなければ，別の特徴部分とする．

なお，このときの閾値は 3. 2. 2節と同様に，閾値 θ を用いた．

3. 3 ベクトル検索モデルの適用

ベクトル検索モデル [8] とは文書の類似検索に用いられる

検索モデルである．ベクトル検索モデルにおいて文書の特徴

量を算出するために，TF-IDF 法が主に利用される．ここで，

TF(Term Frequency)は，一つの文書中に単語が出現する頻度

を表し，IDF(Inverse Document Frequency) は，単語が出現

する文書数の逆数を表す．これらの値を組み合わせることに

よって，一つの文書における各単語の重要度を算出することが

可能となり，単語の傾向を考慮した類似検索を行うことが可能

となる．

本研究では，このアルゴリズムを楽曲の類似検索に適用する．

文書が様々な単語の出現頻度によって特徴付けられていること

と同様に，楽曲も様々な特徴部分の出現頻度によって特徴付け

られており，その出現頻度を考慮することによって，特徴部分

の傾向を考慮した類似検索が可能となると考えたためである．

そこで，本研究における TFの定義として，一つの楽曲中に一

つの特徴部分が出現する頻度を用い，IDFの定義として，一つ

の特徴部分が出現する楽曲数の逆数を用いる．

そして，これらの定義により TF-IDF値を算出し，各楽曲に
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おける各特徴部分の重みを決定する．検索対象楽曲における特

徴部分の重みを算出する式について，(3)式に示す．

skl = tkl log
r

pk
(3)

ただし，r 個の検索対象楽曲 S = {S1, S2 · · · , Sr} から m

個の特徴部分 w1, w2, · · · , wm が抽出されるとし，l 番目

(l = 1, 2, · · · , r)の楽曲 Sl における k番目 (k = 1, 2, · · · , m)の

特徴部分 wk の出現頻度を tkl，wk を含む楽曲数を pk，Sl に

おける wk の重みを skl とする．

また，問合せにおける特徴部分 wk の重み qk を算出する式

について，(4)式に示す．

qk = uk (4)

ただし，問合せにおける wk の出現頻度を uk とする．

最後に，それぞれの重みを要素とした特徴ベクトルを生成し，

それぞれの特徴ベクトル間類似度を算出する．本研究では，特

徴ベクトル間類似度の定義としてコサイン尺度を用いる．検索

対象楽曲の特徴ベクトル sl = [s1l s2l · · · sml]と問合せの特徴

ベクトル q = [q1 q2 · · · qm]間のコサイン尺度を算出する式に

ついて，(5)式に示す．

cos(sl, q) =

∑m

k=1
sklqk√∑m

k=1
s2

kl

√∑m

k=1
q2

k

(5)

ここで得られたコサイン尺度の値は，一つの楽曲全体におけ

る各特徴部分の出現頻度を考慮することにより，一つの楽曲全

体における各特徴部分の重要性を比較した結果である．このこ

とより，楽曲全体における特徴部分の傾向を考慮した楽曲間の

類似度算出が可能となる．

4. 予 備 実 験

評価実験を行うにあたり，まず，閾値 θ の値を決定するため

の予備実験を行った．次に，文書検索における不要語の存在と

楽曲検索において不要となる特徴部分との関係を考慮し，適切

ではない連結フレーム数の除去について予備実験を行った．さ

らに，文書検索において，文書数を増やすと単語数が収束する

といった関係を考慮し，検索対象楽曲数を増やした場合の特徴

部分数の変化についても予備実験を行った．

予備実験では，検索対象楽曲数を 100 曲とした．検索対象

楽曲として，クラシック，J-POP，ヘビーメタルといった様々

な印象を持つ曲から数曲ずつ選択した．なお，楽曲データは，

ファイル形式をWAVE形式，標本化周波数を 44100Hz，量子

化ビット数を 16bit，チャンネル数をモノラルとした．

4. 1 閾値の決定

本研究では，楽曲から特徴部分を抽出するために，楽曲か

ら抽出したフレーム間の類似比較を行っている．このとき，フ

レーム間の類似性を判断するために，閾値 θ を用いている．閾

値により，楽曲から抽出される特徴部分の数は変化する．その

ため，閾値は，フレーム間の類似度に対して適切に設定される

必要があると考える．そこで，閾値の変化によって，類似して

いると判断されるフレームの数がどのように変化するかという

ことについて確かめ，閾値の決定を行う．

閾値の変化による抽出フレーム数の変化について，図 4に示

す．抽出フレーム数は，類似していると判断されたフレームの数

を示す．本予備実験では，フレーム間の組合せ数を 73818個と

し，各フレーム間に対して類似度の算出を行った．θ = 0.99の

とき，抽出フレーム数は 72842個となり，総数に対して 98%で

あった．そこで，閾値の変化は θ = 0.99, 0.9905, · · · , 0.999と

した．閾値が 0.9965までは総数に対する比率が 80%以上であ

り，緩やかな曲線を示している．ところが，閾値が 0.997を超

えると，急な傾きの曲線となっていることが分かる．この算出

結果に基づき，本研究では三つの閾値を決定する．一つ目は，

閾値の変化において最も値の小さい θ = 0.99 とする．二つ目

は，総数に対する比率が 67%となる θ = 0.9975とする．三つ

目は，総数に対する比率が 38%となる θ = 0.9985とする．こ

こで決定した三種類の比率を評価実験において用いることによ

り，抽出するフレームの数はどの程度が適切であるかというこ

とについて検証を行う．

4. 2 連結フレーム数と特徴部分数との相関関係

楽曲に含まれる特徴部分は，固定長のフレームを連結するこ

とによって抽出されている．このとき，連結するフレームの数

には様々な種類があると考えられる．ところが，文書検索にお

ける不要語のように，適切ではない連結フレーム数が存在す

ることが考えられる．そのため，連結フレーム数と，各連結フ

レーム数における特徴部分数との相関関係を算出し，適切では

ない連結フレーム数を除去することを考える．

各連結フレーム数と，各連結フレーム数における特徴部分数

との相関関係について算出した結果を図 5に示す．この結果は

θ = 0.99 として算出した．このとき，連結フレーム数の種類

は 3173種類となり，特徴部分の数は 249894個となった．この

図から，相関関係は Zipfの法則 [9]に基づいていると考えられ

る．しかし，連結フレーム数によっては Zipfの法則から外れて
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おり，全体としてばらつきがあるように考えられる．そこで，

Zipfの法則に従うように，適切ではない連結フレーム数を除去

した．除去を行った後の相関関係を図 6に示す．この除去によ

り，連結フレーム数の種類は 2025種類となり，特徴部分の数

は 247548個となった．

文書における単語は，一般に，単語長が短いものほど出現頻

度が高く，単語長が長いものほど出現頻度が低い．この相関関

係の算出結果から，楽曲においても，連結フレーム数が短いも

のほど出現頻度が高く，連結フレーム数が長いものほど出現頻

度が低いことを確かめることができた．また，Zipfの法則に基

づき，連結フレーム数によっては不要となるものが存在するこ

とについても確かめた．

4. 3 検索対象楽曲数と特徴部分数との相関関係

検索対象楽曲数を増やした場合の特徴部分数の変化について

調べるために，検索対象楽曲が 2曲である場合から 100曲であ

る場合まで，それぞれの場合において特徴部分を抽出した．こ

のことにより，抽出した特徴部分が，文書における単語のよう

な収束性の性質を持っているかどうかということについて確か
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図 7 検索対象楽曲数と抽出した特徴部分数

Fig. 7 Relation between search object music number and feature

part number

める．

まず，検索対象楽曲数と抽出した特徴部分数の変化について算

出したグラフを図 7に示す．閾値は，4. 2節と同様に，θ = 0.99

を設定した．この図では，実線が分類前の特徴部分数を示し，

破線が分類後の特徴部分数を示している．この図より，分類前

の特徴部分数に対して，分類後の特徴部分数は緩やかに増加し

ていることがわかる．分類前の特徴部分数は，検索対象曲から

抽出した段階での数である．一方，分類後の特徴部分数は，分

類によって形成されたクラスタ数によるため，検索対象曲が増

加するにしたがってクラスタの種類が限定される．そのため，

このような緩やかな増加となったことが考えられる．次に，分

類前の特徴部分数と分類後の特徴部分数との比について，図 8

に示す．この図から，分類前の特徴部分数と分類後の特徴部分

数の関係については収束性があると考えられる．なお，検索対

象楽曲数が 100曲であるとき，検索対象曲から抽出した段階で

ある分類前の状態では 545237個の特徴部分を得られ，分類を

行うと，247548個の特徴部分を得ることができた．

図 7，図 8より，検索対象楽曲数の増加およびクラスタ数の

増加に伴い，特徴部分数は緩やかに増加することを確認した．

また，検索対象楽曲から抽出した特徴部分を分類することに

よって得られる特徴部分数の減少率が収束することを確認した．

ただし，文書における単語数の収束性のように，特徴部分数自

体が収束するといった関係は見られなかった．

5. 評 価 実 験

5. 1 実 験 方 法

提案手法による類似検索結果の再現率および精度と，既存

手法による類似検索結果の再現率および精度を比較すること

により，提案手法の評価を行う．既存手法として，楽曲に含ま

れる特徴部分の一部分だけの類似比較により，楽曲の類似検

索を行う手法を用いる．このことにより，楽曲における曲調

の変化を考慮した類似検索を行うという点において，提案手

法が既存手法に比べて有用であることを実証する．また，特

徴部分を取得する際に用いる閾値 θ を変更し，各閾値におい
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て 11点平均精度を算出する．閾値は，4. 1節により決定した，

θ = 0.99, 0.9975, 0.9985とする．

本実験では，予備実験と同じ検索対象楽曲を用いた．問合せ

曲には，クラシック楽器に由来する静かな印象とヘビーメタル

に由来する強い印象を含む曲である Silent Jelousy を用いた．

また，正解集合は 6人の人手により作成した．問合せに対して

正解であるかどうかの判断基準として，楽曲全体を通して，楽

曲に含まれる曲調が類似しているかどうかを基準とした．正解

集合の曲数は，検索対象曲数 100曲のうちの 10曲とした．

5. 2 実 験 結 果

各閾値において算出した再現率精度曲線および既存手法を用

いて算出した再現率精度曲線について，図 9に示す．また，各

曲線において算出した，小数点第 3位までの 11点平均精度に

ついて，表 1に示す．これらの結果より，提案手法では，既存

手法の平均精度に比べて最大で 0.079の向上を得ることができ

た．このことより，提案手法は既存手法に比べて有用性が高い

といえる．

ここで，11点平均精度が最も高い θ = 0.9985の際に得られ

た類似検索結果の上位 16件を表 2に示し，既存手法によって

得られた類似検索結果の上位 16件を表 3に示す．なお，曲名

の後に付加した識別子は，表 4 に示すジャンルを表している．

ジャンルは，Amazon.co.jp [10] および allmusic [11] において

示されているジャンルに基づいている．提案手法では，クラ

シック楽器に由来する静かな印象とヘビーメタルに由来する強

い印象を含む曲である紅や Eternal Glory，クラシック楽器に

由来する静かな印象とロックに由来する強い印象を含む曲であ

るKarn Evil 9が上位にある．一方，既存手法では，紅やKarn

Evil 9が上位にあるとともに，ピアノ曲であるラ・カンパネラ

やジャズ曲である枯葉も上位にある．また，バイオリンが主体

となっている Riverdanceも上位にある．この結果は，問合せ

に含まれるピアノやバイオリンによる曲調だけが，検索対象楽

曲に含まれる曲調と類似していると判断された結果であると考

えられる．このことより，既存手法では，楽曲に含まれる一部

分の曲調だけによる類似検索を行っていることに対し，提案手

法では，楽曲に含まれる曲調の変化を考慮した類似検索を行う
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Fig. 9 Precision recall curve based on proposed method and cur-

rent method

ことが可能となっていると考えられる．

ただし，提案手法では，ポップ曲が上位に出現していること

もわかる．その原因として，問合せに含まれる特徴部分と検索

対象楽曲に含まれる特徴部分を明確に区別できていないことが

考えられる．クラシック楽器に由来する印象とヘビーメタルに

由来する印象を区別する場合，各曲調の特徴部分における特徴

量は大きく異なる．しかし，一つの曲調において複数の特徴部

分を区別する場合，各特徴部分における特徴量の差は，曲調間

における特徴量の差ほど大きくない．そのため，ポップ曲に含

まれる複数の曲調を区別することはできているが，一つの曲調

内において特徴部分を明確に区別することはできていないと考

える．

6. お わ り に

本研究では，楽曲全体の印象や構成を考慮した類似検索を行

うために，楽曲全体における特徴部分の傾向に基づいた類似検

表 1 各手法における 11 点平均精度

Table 1 11 points average precision

手法および閾値 11 点平均精度

θ = 0.99 0.256

θ = 0.9975 0.244

θ = 0.9985 0.26

既存手法 0.181

表 2 θ = 0.9985 における類似検索結果の上位 16 件

Table 2 Result for similarity search based on θ = 0.9985

順位 曲名 順位 曲名

1 Soul Bossa Nova(a) 9 Karn Evil 9(c)

2 娘よ (b) 10 Eternal Glory(c)

3 紅 (c) 11 A Whole New World(e)

4 I Surrender(c) 12 Upside Down(g)

5 Dancing Queen(d) 13 Layla(c)

6 Rhythm and Police(e) 14 Help!(c)

7 虹 (f) 15 Forever Love(c)

8 異邦人 (f) 16 ドラゴンクエスト序曲 (e)



索手法の提案を行った．また，楽曲全体における特徴部分の傾

向を抽出する手法として，楽曲の構造が文書の構造と対応関係

にあることに着目し，文書における類似検索に用いられるベク

トル検索モデルを用いた．ベクトル検索モデルを用いることに

より，楽曲における特徴部分の重要度を算出することが可能と

なり，楽曲全体における特徴部分の傾向を抽出することが可能

となることを提案した．

今後の課題として，以下の事項について検討する．

• 特徴部分の構成および特徴量

本研究では，各楽曲における固定長のフレームを類似比較する

ことにより，特徴部分の抽出を行っている．ただし，固定長の

フレームを連結し，文書における単語とみなすようにしている

だけである．そこで，ただ連結するだけでなく，楽曲における

特徴部分の表現について検討することを考える．

また，本研究において用いた特徴量では，複数の曲調間を区

別することはできているが，一つの曲調内における特徴量の差

を明確に区別することはできていないと考えられる．そこで，

楽曲の類似検索において，どのような特徴量が適切であるかと

いうことについても検討することを考える．

• 特徴部分の出現位置

現段階では，楽曲に含まれる特徴部分の出現頻度を考慮するだ

けであり，特徴部分の出現位置を考慮することは行っていない．

このことに対し，視聴者が楽曲全体から受ける印象は，特徴部

分の出現位置によって異なるといった場合が考えられる．例え

ば，静かな印象から明るい印象へ遷移する楽曲と，明るい印象

から静かな印象へ遷移する楽曲とを比較すると，特徴部分の出

現頻度という点では類似しているが，視聴者が楽曲全体から受

ける印象という点では異なるという場合である．この課題に対

し，楽曲に含まれる特徴部分間の遷移関係について検討を行い，

解決することを考える．

表 3 既存手法における類似検索結果の上位 16 件

Table 3 Result for similarity search based on current method

順位 曲名 順位 曲名

1 Dancing Queen(d) 9 ラ・カンパネラ (h)

2 紅 (c) 10 枯葉 (j)

3 異邦人 (f) 11 Centuria(h)

4 Fly with red winds(c) 12 Emerald Sword(c)

5 TAKUMI/匠 (e) 13 ジュビリー序曲 (h)

6 情熱大陸 (吹奏楽)(h) 14 Majestia(h)

7 Rising Force(c) 15 Karn Evil 9(c)

8 Riverdance(i) 16 Trail Of Broken Hearts(c)

表 4 楽曲ジャンル

Table 4 Music genre

識別子 ジャンル 識別子 ジャンル

a ソウル f J-Pop

b 演歌 g R&B

c ロック h クラシック

d ポップ i ワールド

e サウンドトラック j ジャズ

• 特徴部分の出現頻度に対する正規化

楽曲の長さによって，楽曲に含まれる特徴部分の数は変わるこ

とが考えられる．そのため，演奏時間の長い楽曲と演奏時間の

短い楽曲を類似比較した場合，特徴部分の出現頻度による算出

が適切に行われないことが考えられる．そこで，特徴部分の出

現頻度に対する正規化を行うことについて検討を行う必要があ

ると考える．
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