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あらまし 近年では，MP3などの音声圧縮技術の発展や記憶媒体の大容量化に伴い，世の中の人々は大量の楽曲を所

有し様々な音楽を手軽に楽しむことが可能となってきている．それに伴い，大量の楽曲の中からリスナーの求めてい

る楽曲をいかにして検索するかといった研究に注目が集まってきている．我々は，Web上には膨大な量の情報があり

様々な情報の取得が可能であるといった点に着目し，Webから入手可能なデータをもとにリスナーの音楽的嗜好の分

析やヒット曲の傾向分析を行ったり，リスナーの嗜好に合った楽曲推薦システムを提案する．本稿では，分析を行う

ためのコード進行を利用した楽曲類似度の提案と，楽曲視聴支援システムの概要について述べる．
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Abstract Recently, audio compression technologies such as MP3 have evolved, and the capacity of the storage

media have got larger. Therefore, now we can easily store and enjoy a lot of music. Before a backdrop of this,

recent researches focus on retrieval of listeners’ favorite music. We focus on that there are a huge amount of musical

information on the Web, and we can get various information there. We propose a technique for analysis of listeners’

favorite music and the popular music, based on the information on the Web, and a music recomendation system

based on the listeners’ preference. This paper describes about similarity of music based on chord progression, and

overview of our music listening assistance system.
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1. は じ め に

近年では，MP3などの音声圧縮技術の発展や記憶媒体の大容

量化に伴い，世の中の人々は大量の楽曲を所有し，様々な音楽

を手軽に楽しむことが可能となってきている．それに伴い，音

楽情報処理に関する様々な研究が行われている．例えば，小杉

ら [1]のハミング検索システムに関する研究や後藤 [2]のサビ区

間検出といった研究などが挙げられる．これらは，MIDIデー

タやオーディオデータを対象に行っているため，個人が所有し

ている楽曲に限られてしまう．また，Web 上にある情報を利

用した研究として，大坪 [3]の Goromi-Musicが挙げられるが，

アーティスト名やタイトル名といったメタデータの情報を基に

行っているため，音楽的要素を利用して類似した楽曲を検索す

ることができない．そこで我々は，Web上には膨大な量の情報



があり，Web環境さえあれば誰でも様々な情報の取得が可能で

あるといった点に着目し，Web上からアーティスト名やタイト

ル名といったメタデータの情報に加えて，音楽的要素の一つで

あるコード進行データを取得し，ヒット曲の音楽的傾向の分析

やリスナーの音楽的嗜好の分析を行ったり，リスナーの嗜好に

合った楽曲の提示を行うシステムを提案する．

2. 本システムの特徴

これまでに，音楽情報処理に関わる様々な研究がなされてき

ている．例えば，小杉ら [1] のユーザによって入力されたハミ

ングをもとに楽曲検索を行うといったハミング検索システムに

関する研究や後藤 [2]の楽曲中で最も多く繰り返される区間を

サビとみなし，音響信号中のサビ区間を検出するといった研究

などが挙げられる．これらは，MIDIデータやオーディオデー

タを対象に行っているため，個人が所有している楽曲に限られ

てしまう．もし，多くの楽曲を対象に行いたい場合には，対象

楽曲のMIDIデータやオーディオデータを入手しなければいけ

ない．Web上にある情報を利用した音楽情報処理に関する研究

として，大坪 [3] は，アーティスト名やアルバム名，楽曲名と

いったメタデータの情報に関連したWeb情報を連続的に表示

したり，リスナーが再生中の曲に興味を持った場合やあるいは

聴いている曲とは異なる曲を聴きたくなったりした場合に容易

な操作で楽曲をブラウズすることが可能なインタフェースであ

る Goromi- Music を開発した．このインタフェースによりリ

スナーが聴いている音楽がどのような情報と関連をもっている

かを把握することができ，またリスナーの要望に合った楽曲の

提示を行うことが可能である．しかし，楽曲の提示をするため

の検索を行う際にアルバム名やアーティスト名，楽曲名中に含

まれる単語を基準に行っているため，音楽的要素を利用して類

似した楽曲を検索することができない．

そこで我々は，Web上には膨大な量の情報があり，Web環

境さえあれば誰でも様々な情報の取得が可能であるといった点

に着目し，Web上からアーティスト名やタイトル名といったメ

タデータの情報に加えて，音楽的要素の一つであるコード進行

データを取得し，ヒット曲の音楽的傾向の分析やリスナーの音

楽的嗜好の分析を行ったり，リスナーの嗜好に合った楽曲の提

示を行う．本システムの特徴は，アーティスト名やアルバム名，

楽曲名などのメタデータのみによる楽曲提示ではできなかった

音楽的要素に着目した分析や検索がWeb環境さえあれば誰で

も行うことが可能であるといった点である．

3. 提案システム概要

本章では我々が提案するシステムの概要について述べる．

　我々は，Web から入手可能なデータをもとにヒット曲の音

楽的傾向の分析やリスナーの音楽的嗜好の分析を行ったり，リ

スナーの嗜好に合った楽曲の提示を行うシステムを提案する．

我々は，普段生活していて一番身近であり，リアルタイムに情

報が更新されているWeb上の情報に対して適していると考え

られるポピュラー音楽の楽曲を対象に分析を行う．キーとなる

音楽的要素としては，Web 上から取得可能であるコード進行

図 1 提案システム構成

データをもとに分析を行うこととした．コード進行とは楽曲の

旋律に伴う和音（コード）の変化のことであり，コード進行が

同一でリズムやメロディをアレンジするだけで同一の楽曲でも

印象は異なったものとなる．このことからコード進行はポピュ

ラー音楽において楽曲のベースとなる不変性の高いものである

と言える．以上のことから，音楽的要素としてコード進行に着

目し分析を行うことは有効であると言える．

　図 1 に我々が提案するシステムの構成を示す．まず，リス

ナーの好みの楽曲情報やヒット曲情報をもとに対象となる楽曲

のコード進行データ含むWebページを Yahoo!API [4] を用い

て検索し自動取得し，対象となる楽曲のコード進行データを抽

出する (図 1中 (1))．図 1中 (4)の特徴抽出部ではコード進行

データをもとに楽曲の特徴量を抽出し，アーティスト名やタイ

トル名 (図 1 中 (2))，好みのリスナー名といった楽曲情報 (図

1 中 (3)) とともに楽曲の特徴量を楽曲 DB に格納する．図 1

中 (5)の楽曲視聴支援に関しては，楽曲 DB内の特徴量に基づ

いてクラスタリングを行い，楽曲の分析や検索をすることによ

り行う．クラスタリングに関しては，楽曲をある一定のサイズ

で分割を行い，分割したものを Blockと名づけ，Block単位で

行う．

第 4章にて，図 1中 (1)，(2)，(3)に関する対象データ取得

について，第 5章にて，図 1中 (4)に関する楽曲の特徴量抽出

手順について，第 6章にて，図 1中 (5)に関する楽曲視聴支援

について述べる．

4. 対象データ取得

4. 1 コード進行データ取得

先行研究では，著者が楽譜を見て手動でコード進行データを

入力することによりコード進行データを取得していた．しかし，

手動でのデータの取得では時間もかかり我々が行おうとしてい

る分析を満足に行うほどのデータ数の取得は困難である．そこ

で我々は，Web 上からコード進行データを取得する方法が大

量のデータ取得が可能であると考え，Web 上のコード譜から

コード進行データを取得することとした．本研究では，約 8000

曲の J-POP の楽曲の歌詞やコード譜を掲載しているサイト

“J-Total Music”[5]からコード進行データを取得する．取得方



図 2 Web 上のコード進行データからの Block 生成

法は，Yahoo!APIを用いて“ J-Total Music”のサイト内を対

象にアーティスト名とタイトルをキーとして検索を行い，コー

ド譜の掲載されたWebページパターンにマッチしたページを自

動取得し，対象となる楽曲のコード進行データを取得する．図 2

に“J-Total Music”のコード進行データから Blockを生成する

例を示す．本研究では，“ J-Total Music”にて表示されている

一行分のコード進行データを 1Blockとする．ただし，一行に表

示されているコードが 1つだった場合には前の Blockのコード

であるとみなし，前の Blockの後ろに付け加える．図 2に示し

た楽曲は，一行目のコードは「Dm,C,B♭,C」であるのでBlock

1=(Dm,C,B♭,C)となる．二行目のコードは「Dm,C,B♭」で

あるが，次の行のコードが「C」のみであるので二行目と三行

目のコードを組み合わせて，Block 2=(Dm,C,B♭,C)となる．

4. 2 楽曲情報取得

図 2 に示すように“ J-Total Music”から取得したページか

らアーティスト名やタイトル，キー情報といった楽曲情報の取

得が可能であるため，コード進行データを取得する際にこれら

の楽曲情報も一緒に取得する．好みのリスナー名に関しては，

好みの楽曲情報のアーティスト名とタイトルが楽曲 DB内の楽

曲と一致するものに関しては好みのリスナー名も一緒に格納す

る．以上の手順にて楽曲情報の取得を行う．

5. 楽曲の特徴抽出

本章では楽曲の特徴量を抽出するために必要なコード間の類

似度と Block間の類似度に関して述べる．

5. 1 コード間の類似度

コード間の類似度に関しては，音楽理論にて定義されている

近親調を用いて定義を行った．コード間の類似度は，図 3の五

度圏上にて，もととなるコードから近いものは類似した関係と

なっている．図中 (1)で表されているものは近親調の中の「平

行調」と呼ばれる関係であり，図中 (2)で表されているものは

近親調の中の「属調」と呼ばれる関係である．この二つの関係

をもとにコード間の類似度を求める．例えば，C と Cm の類

似度は，Cと Amの平行調関係による距離 dist(平行調，C⇒

Am)と，Amと Cmの属調関係による距離 dist(属調，Am⇒

Cm) の和として計算する．ここに出てくる距離計算方法は文

献 [6] に従う．以上の手順で求めたコード間の類似度をもとに

Block間の類似度を求める．

5. 2 定型コード進行パターンを考慮したBlock間の類似度

楽曲や Blockは定型コード進行パターンの組合せで構成され

ている．例えば，図 4に示す楽曲のコード進行は，定型コード

図 3 五 度 圏

図 4 定型コード進行パターンによって構成される楽曲の具体例

表 1 C メジャーの場合に用いられるコードの例

　 3 和音 4 和音

T(トニック) C∗，Em，Am CM7∗，C6，Em7，Am7

S(サブドミナント) Dm，F ∗ Dm7，FM7∗，F6

D(ドミナント) G∗，Bm−5 G7∗，Bm7−5

進行パターン C1，C2，C3 の組合せにより構成される．C1 は

「T→ D→ T」，C2 は「T→ S→ D→ T」，C3 は「T→ S→

T」という定型コード進行パターンを表している．Tはトニッ

クという機能を表しており，コード進行においてスタートにも

ゴールにもなりうる和声の中心となる機能である．Dはドミナ

ントという機能を表し，Tの 5度上の和音であり，Tに移行し

ようとする力が非常に強い機能をもつ．Sはサブドミナントと

いう機能を表し，Tの 4度上の和声であり，Dに進むことが多

いが Tに進むことも可能な機能をもつものである．このT，D，

Sの機能をもつコードは，楽曲のキーが同一の場合でも複数の

コードが存在する．

例えば，キーが Cメジャーの場合，T，D，Sのそれぞれの

機能をもつコードは表 1に示す通りである．表 1中の「*」の

ついているコードはそれぞれの機能の中でベースとなるコード

である．例えば，定型コード進行パターン「T→ D→ T」の代

表的なコード進行は，3和音の場合「C→ G→ C」となる．ま

た，3つ目の Cに同じ Tの機能を持つ Amを用いて，「C→ G

→ Am」というようにアレンジして使われる場合もある．よっ

て，同じ「T→ D→ T」でも数通りのパターンが存在する．そ

こで，代表的なコード進行をどのようにアレンジするのかと

いった観点から，機能が同じコード同士がどのような関係にあ

るのか図 3 の五度圏上で判断できるものに関して考察を行う．

3和音の T(トニック)に関して，Cと Emは属調平行調，Cと

Amは平行調，Emと Amは属調の関係にあり，S(サブドミナ

ント)に関して Dmと Fは平行調の関係にある．つまり，機能

が同じものであるとみなされているものは，五度圏上で距離が

近い関係になっていることが分かる．よって，コードは異なる



が同じ定型コード進行パターンに分類されるコード進行は，第

5. 1節にて述べたコード間の類似度がある閾値以内に含まれる

と考えられる．

　以上に述べたことをもとに，Blockの特徴量を計算し，求め

た特徴量を基に Block間の類似度を求める．

以下に，Blockの特徴量抽出手順を示す．

　 Step1：Blockの分割を行い，Blockを「コード進行パター

　　　　　ン」の集合として表す．「コード進行パターン」とは

　　　　　分割を行って出来たそれぞれの要素のことである．

　 Step2：分割した長さが同じ「コード進行パターン」ごとに

　　　　　「代表コード進行パターン」の抽出を行う．

　 Step3：「代表コード進行パターン」のアレンジ情報をもとに

　　　　　 Blockの特徴量である特徴ベクトルを求める．

次節以降にてそれぞれの Stepの詳細を述べる．

5. 2. 1 Step1：Blockの分割

Blockの分割は，定型コード進行パターンを構成するコード

の出現個数で行う．定型コード進行パターンは，「II → V」や

「T→ D→ T」や「T→ S→ D→ T」などといった組でパター

ン化されている．「II→ V」とは，楽曲のキーに関わらず，IIm7

と V7の関係にあるものの組合せのことである．ここで出てく

る「II」や「V」は，キーを「I」とした場合の音程を表す．以上

のことから，Blockを構成するコード進行列を，長さ 2，3，4

で分割することとした．例えば，Block A=(C，G7，Am，F)

という Blockの分割を行うと以下のようになる．

　　 Block A = {(C，G7)，(G7，Am)，(Am，F)，

　　　　　　　　 (C，G7，Am)，(G7，Am，F)，

　　　　　　　　 (C，G7，Am，F)}
以下説明のため，上記の通り分割したものを以下のように表す．

　　 Block A = {a2
0，a2

1，a2
2，a3

0，a3
1，a4

0}
an

m の mは任意の数，nは「コード進行パターン」の長さを表

す．よって，a3
1 の「コード進行パターン」の長さは 3となる．

5. 2. 2 Step2：代表コード進行パターンの抽出

全ての Blockの「コード進行パターン」に対し，長さ nごと

に「代表コード進行パターン」の抽出を行う．例えば，前節に

て挙げた Block Aの他に，

　　 Block B = {b2
0，・・・，b2

i，b3
0，・・・，b3

j，b4
0，・・・，b4

k}
　　 Block C = {c2

0，・・・，c2
r，c3

0，・・・，c3
s，c4

0，・・・，c4
t}

という Blockがあった場合，Block Bと Block Cの「コード進

行パターン」も全て集めて同一の長さの「コード進行パターン」

ごとに「代表コード進行パターン」の抽出を行う．半径Mindist

以内にMinpnt個以上の「コード進行パターン」を含むものを

「代表コード進行パターン」とする．図 5に，n=3，Minpnt=3

で「代表コード進行パターン」の抽出を行った場合の例を示す．

この場合，b3
0 が「代表コード進行パターン」となる．

5. 2. 3 Step3：Blockの特徴量抽出

Step2で抽出した「代表コード進行パターン」のアレンジ情

報をもとに各 Block の特徴ベクトルを求める．例えば，「代表

コード進行パターン」が t20，t31 であった場合の Block Aの特

徴ベクトルを求める．「代表コード進行パターン」との距離に関

わらず，「代表コード進行パターン」と長さが同じ全ての「コー

図 5 代表コード進行パターンの抽出 (n=3)

表 2 Block A の特徴ベクトル

　 t20 t31

A
∑2

i=0
β/(dist(t20, a2

i ) + 1)
∑1

i=0
β/(dist(t31, a3

i ) + 1)

ド進行パターン」と「代表コード進行パターン」との距離をも

とに重みを加える．長さ 2 に関して，「代表コード進行パター

ン」は t20，Block Aの「コード進行パターン」は，a2
0，a2

1，a2
2

であるので，これらの距離をもとに，「代表コード進行パター

ン」t20 に対して重みを加算する．重みの値は，1/(「代表コー

ド進行パターン」と「コード進行パターン」の距離+1)とする．

また，アレンジ情報に関しての重みとしてβを加える．つまり，

t20 の部分に関しては，
∑2

i=0
β/(dist(t20, a

2
i ) + 1) という重み

が加算される．表 2に Block Aの特徴ベクトルを示す．

6. 楽曲視聴支援

第 5章の手順にて抽出した楽曲の特徴量をもとにクラスタリ

ングを行い，楽曲の分析や検索を行うことにより楽曲視聴支援

を行う．

6. 1 楽 曲 分 析

楽曲の分析は，楽曲の特徴量をもとにクラスタリングをする

ことにより行う．クラスタリング結果を可視化し，可視化結果

を基にユーザが対話的に分析を行うことにより楽曲分析を行う．

可視化には，伊藤らによって開発された平安京ビュー [7]を用い

た．平安京ビューとは，階層型データを構成する葉ノードをア

イコンで表示し，枝ノードを入れ子状の長方形の枠で表現する

というものであり，階層型データを可視化するための手法であ

る．本システムにおいては，アイコンが Blockを表し，長方形

の枠がクラスタを表ている．「対話的に分析を行う」とは，平安

京ビューに表示されている葉ノードのアイコンの色をアーティ

スト別，その楽曲を好んでいるリスナーごとなど様々な属性に

より色分けを行うことであり，対話的に分析を行うことでユー

ザが今まで知らなかった新たな発見をより実感することが可能

であると考えられる．図 6 に楽曲分析ツールを示す．以下に，

この分析ツールがもつ機能について述べる．

• アイコンの色分け機能

　図 6中右上の「Table attribute panel」の「Color」にて，色

分けする属性を選択することにより，アーティスト名，その楽

曲を好んでいるリスナー，楽曲のタイトル，アーティスト名な

ど様々な属性ごとにアイコンの色分けを行うことが可能な機能

である．色の偏りを見ることで様々な属性をキーとして分析す

ることが可能である．例えば，リスナーごとに色分けを行った



図 6 楽曲分析ツール

場合，クラスタを構成しているアイコンの色の組合せでリス

ナーＡとリスナーＢの好みの楽曲は似ているなどといった分析

が可能である．図 6 はリスナーごとに色分けを行った結果で

ある．

• 楽曲再生機能

　アイコンをクリックすると対象の楽曲が再生される機能であ

る．ただし，ユーザが持っている曲に限る．この機能により，

同一クラスタ内の楽曲を再生して聴くことにより，現在再生中

の楽曲がどの楽曲と音楽的に類似しているのかといったことを

知ることが可能である．ただし，楽曲の再生は対象楽曲の冒頭

からであり，アイコンを構成する Block部分が再生されるとい

うわけではないため，現時点では実際に聴いて Block同士が類

似しているかといった比較は出来ない．Block同士の視聴によ

る類似度比較方法に関しては今後検討していく．

• 同一階層内の楽曲で構成されたプレイリスト提示

　ユーザが興味をもった階層をクリックすると，図 6中右下の

「group panel」に，そのクラスタを構成する楽曲情報をテキス

ト出力することが可能である．この機能により，そのクラスタ

を構成する楽曲の推薦を行う．

• アイコンを構成する楽曲情報表示

　図 6 中右上の「Table attribute panel」の「Name」にて表

示させる属性を選択し，アイコンをクリックまたはマウスオー

バーするとそのアイコンを構成する楽曲のタイトルやアーティ

スト名などの楽曲情報を表示させることが可能である．この機

能により，色分けからでは分からなかった楽曲の詳細情報を知

ることが可能である．

6. 2 楽 曲 検 索

図 7に楽曲検索ツールを示す．楽曲の特徴量をもとに，リス

ナーが選択した楽曲に類似した楽曲の検索を行うシステムで

ある．

図 7 中の対象曲リストから楽曲を選択し，「曲を選択」をク

リックし対象楽曲を選択する．選択された楽曲の Blockを構成

するコード進行を中央のリストに示し，その中から類似検索し

たい Blockを選択し，「類似コード進行検索」をクリックするこ

とにより類似したコード進行で構成された Blockをもつ楽曲の

検索を行う．

この検索ツールをもとに，検索した Block の楽曲構成区間

(Aメロ，Bメロ，サビ)のグラフ表示や楽曲再生ツールとの連

携といった，さらなる拡張案が考えられる．今後は以上に述べ

たような機能の拡張を行い，より使いやすい検索インタフェー

図 7 楽曲検索ツール

図 8 分析結果 (実験 1)

スの実現を目指す．

7. 分 析 実 験

前章にて述べた楽曲分析ツールを用いて，楽曲の分析を行っ

た結果について述べる．実験 1 では，本研究室 5 名の好みの

楽曲 10曲と 2007年のヒット曲上位 10位の楽曲を対象にリス

ナーの好みの楽曲分析を行い，実験 2では，1995年から 2006

年のヒット曲上位 50位の曲を対象にヒット曲の傾向分析を行っ

た．クラスタリング手法は階層クラスタリングで行い，アイコ

ンの色分けはリスナーごと年代ごとに行った．

7. 1 実験 1：リスナーの好みの分析

図 8に分析結果を示す．分析結果より，2007年のヒット曲と

同じクラスタに含まれるリスナー B～Eはヒット曲に合わせて

音楽を聴く傾向があるのではないかとう分析を行うことができ

る．一方，2007年のヒット曲と同じクラスタにあまり含まれな

いリスナー Aはヒット曲と関係なく音楽を聴く傾向にあるので

はないかという分析を行うことができる．

7. 2 実験 2：ヒット曲の分析

図 9に分析結果を示す．分析結果より，同じ色のアイコンで

構成されたクラスタが出来上がることから，年代により似たパ

ターンが使われているのではないかと推測できる．また，各年

代のアイコンが満遍なく含まれているクラスタから，このクラ

スタを構成する Blockは現在も活躍しているアーティストのも

のではないかという分析が行うことができる．

8. まとめと今後の課題

本稿では，Webから入手したデータに基づいて楽曲分析を行

うためのデータの取得方法，楽曲の特徴量抽出法，また抽出し

た楽曲特徴量を利用した楽曲視聴支援システムとして，楽曲分



図 9 分析結果 (実験 2)

析ツール，楽曲検索ツールについて述べた．本稿では，提案し

た手法に基づいてクラスタリングを行い，その結果を可視化す

ることに分析を行った．今後は，クラスタリング結果の評価を

行い，我々が提案した手法の有効性の評価を行う必要がある．

また，楽曲検索ツールに関して，検索した Blockの楽曲構成区

間 (A メロ，B メロ，サビ) のグラフ表示や楽曲再生ツールと

の連携といった，より使いやすい検索インタフェースの実現を

目指す．
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