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GA による自動作曲手法の提案
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はじめに

1

遺伝的アルゴリズム（GA）は，生物の進化から着想

コード

を得た確率的探索手法であって，その最大の特徴は強
力な解探索能力にある．そのため，解空間構造が不明
で決定的な優れた解法が発見されていない，もしくは
全解探索が不可能と考えられるほど広大な解空間を持
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表 1: コードの表現例
8 分音符 4 分音符

2 分音符

C

0

00

0000

F

105

105 105

105 105 105 105

G

147

147 147

147 147 147 147

・
・
・

つ種々の問題に有効な手法とされている．
このような反面，欠点も存在する．それは問題に対

実装内容

3

し完璧な完全解を出力するわけではなく，あくまでも

ここではシステムの実装内容と流れについて記述す

利用者によって与えられた評価法をもとに近似解を出

る．本システムでは A メロやサビなど，一般的に曲と

すことにある．しかしこれは違う視点から考えると GA

認識されるような構造の楽曲を生成するわけではなく，

は，与えられた最低限のルールから利用者が予測でき

曲の一部となる数小節のメロディとコードを生成する

ない新しいデータを出力しているとも言える．

ことが目的である．

本研究では，GA が示す強力な解探索能力を音楽分
野における創造性への計算的アプローチとして利用し，
音楽情報の遺伝子型コーディング方法や有効な遺伝的
操作法，音楽理論に基づいた音楽表現の評価法などを
提案する．そして，これらの手法をプログラムに実装
して動作実験を行い，その機能・特徴を検証する．

3.1

る．子孫を残すための親の選択の際は，適応度比例戦
略，ランク戦略，トーナメント戦略と，これら 3 つにエ
リート保存戦略を併用した計 6 つの選択手法を用いる．

3.2

コードの初期集団生成・GA 処理

ハ長調で使用するコードに限定し，その中からラン

提案手法

2

生成するフレーズの情報指定

生成する曲の調を指定する．ここではハ長調を用い

本システムでは，曲を大きくコードとリズム，メロ

ダムで遺伝子を生成する形をとる．しかしハ長調で使用

ディに分けて考え，コードとメロディの表現型は MML

する全てのコードを断定する理論は存在しないため，こ

言語を用いて表す．

こではハ長調の楽曲で使用されるコードを集めたデー

本システムの流れは以下の通りである．それぞれの

タをサンプルとして用意した．その中のコードデータ
からランダムに抽出・参照し，データに存在しないコー

実装については次節で述べる．

ドであれば適応度の高いものを残し，抽出の段階へ戻

1.
2.
3.
4.
5.

生成するフレーズの情報指定
コードの初期集団生成・GA 処理
リズムの初期集団生成・GA 処理
メロディの初期集団生成・GA 処理
デコードして得られた MML 言語による表現型ファ

る．この手順を繰り返し最適解を得る．

イルを SMF ファイルに変換

0」などと，音が長くなる程 2 倍になっていく．例を表
1 にまとめる．

コードの表現方法としては，それぞれ遺伝子コード
として数値化したものを用い，C コード（ここでの遺
伝子コードは「0」）の 8 分音符は「0」，4 分音符は「0
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リズムの初期集団生成・GA 処理

音符の有無を「0」と「1」で表現する．0 と 1 の乱数
を発生させ，染色体の長さに達するまで繰り返す．リ
ズムの表現方法としては，8 分音符は「1」，4 分音符
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メロディは，コード生成で得られた優秀な個体をも
表 2: リズムの表現例
8 分音符 4 分音符 2 分音符

コード

・
・
・

とに，非和声音（コードの構成音以外の音）の使用の
され方によって減点を行う．非和声音が使用されると

音符が在る

1

10

1000

より心地良い豊かな響きや，より張りつめた緊張感の

音符が無い

0

00

0000

ある響きが得ることができるため，これを全て減点対
象とすると曲としての豊かさが損なわれる場合がある．

音階

表 3: 音階の表現例
8 分音符 4 分音符
2 分音符

ド

60

60 128

60 128 128 128

ミ

64

64 128

64 128 128 128

ソ

67

67 128

67 128 128 128

また不協和音（コードの構成音から半音または全音 3
・
・
・

つ分ずれた音など）の割合も減点の対象とする．

4.1

• 突然変異を設けることで全体的に収束の早さは遅
くなるが，最終的な収束値の底上げになる．

は「1 0」などと，音が長くなる程 2 倍になっていく．
例を表 2 にまとめる．

3.4

結果および考察

実行した結果から，以下のような結果が得られた．

• 集団サイズを増やすことで収束までの世代数は減
少する，しかし実際のプログラムの実行時間の比

メロディの初期集団生成・GA 処理

を考えると，どれも最終的な収束値はあまり変わ

MIDI におけるノートナンバー（0〜127）を用いて

らないため，集団サイズは少ない方が実行時間の

コーディングを行う．リズムを生成して得られた個体

時間的効率は良い．

を用い，リズムの遺伝子コードが「1」の部分に乱数で
音階の遺伝子コードを発生させ，処理を行っていく．

• どの試行においても最大適応度が 100 ％に近い個
体が得られたため，生成する曲の長さを長くする
または評価方法を追加したとしても，GA として

メロディの表現方法としては，例えばドの 8 分音符
は「60」，ソの 4 分音符は「67 128」などと音が長く
なる程 2 倍になっていく．また，音の長さをタイコー

の探索には余裕があると感じた．

ドという遺伝子コード「128」を用いて表す．例を表 3
にまとめる．

3.5

5

まとめ
本研究では、GA を用いた音楽情報の遺伝子型コー

表現型ファイルを SMF ファイルに変換

こうして得られたコードとメロディの最適な個体は，

ディング方法，有効な遺伝的操作法，音楽理論に基づ

MML 言語で記述されたテキストファイルで出力され
る．それを SMF コンパイラを用いて音源データに変

いた音楽表現の評価法などを提案し，これらの手法を

換する．

その結果から，GA を用いた自動作曲手法として有用

プログラムに実装してその機能・特徴を検証を行った．
であり，拡張性があることを確認することができた．

4

評価
コード・リズム・メロディそれぞれの評価方法につ

いて述べる．ここでは一般的な人の感性や，基本的な
音楽理論を参考とし，それに当てはまらない場合は減
点していく方式をとることで適応度を求めていく．そ
れぞれの減点対象の例を挙げる．
コードは，サンプルとして用意しておいたコード遷
移パターンのデータに無いコード進行をした場合，同
じコードが続いた場合，曲の終わりが全終止で終わら
ない場合などを減点対象とする．
リズムは，各小節の入りの部分だけ統一するなど，あ
る程度パターンが決められていると曲としてのまとま
りが生まれる．ここではそういったパターンをあらか
じめ用意し，それに当てはまらない場合減点する．
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