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楽曲の音響特徴の遷移性を考慮したプレイリスト推薦手法の提案
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1

はじめに

3 提案手法

我々が音楽を楽しむときは，楽曲を再生する順序をリ

本研究では，楽曲間での音響特徴が滑らかに遷移す

スト化したプレイリストの形式で聴くことが多い．ユー

るようにプレイリストを推薦する手法を提案する．直

ザのプレイリスト作成を支援するためにプレイリスト

前までに再生されてきた楽曲の音量や音高，リズムか

推薦に関する研究が多く行われている [1]．プレイリス

らなる音響特徴の遷移を考慮し，2 曲間の音響特徴に

ト推薦では，楽曲集合および目標とするプレイリスト

大きな変化がなく，滑らかに遷移する楽曲を推薦する

の特徴が与えられたとき，その特徴を満たすような楽

ことを目指す．再生履歴 (楽曲 pt−2 →楽曲 pt−1 ) が与え

曲のシーケンスを生成することが課題となる．

られたとき，楽曲 pt−2 →楽曲 pt−1 →楽曲 pt で滑らか

本研究では，プレイリスト内での音響特徴の滑らか

に音響特徴が遷移するような楽曲 pt を選ぶ．

な遷移性に着目し，音響特徴が滑らかに遷移するよう

まず，図 1 のように楽曲データを音響特徴量を基に 2

なプレイリスト推薦の手法を提案する．具体的には，こ

次元特徴空間に配置する．その空間上で楽曲 pt−2 およ

れまでの再生履歴として楽曲 pt−2 → 楽曲 pt−1 が与え

び楽曲 pt−1 を通る直線 pt−2 pt−1 を抽出する．直線 pt−2

られたとき，楽曲 pt−2 → 楽曲 pt−1→ 楽曲 pt と音響特

pt−1 の延長線上の近傍に存在する楽曲を推薦楽曲 pt と
して選択する．

徴が滑らかに遷移するような楽曲 pt を見つけ出す．音
響特徴を基に，多次元尺度構成法を用いて楽曲データ
を 2 次元空間に配置する．その 2 次元空間上で，楽曲

pt−2 と楽曲 pt−1 を結ぶ直線上の近傍の楽曲を楽曲 pt と
して推薦する．

2

関連研究
既存のプレイリスト推薦に関する研究では，シード

となる楽曲を基にプレイリストを生成するというアプ
ローチが多い．例えば，シードとなる楽曲との音響特

図 1: 2 次元特徴空間に配置した楽曲データ

徴やメタデータが類似する楽曲をプレイリストに加え
るアプローチなどがある [2][3]．しかしながら，シード
となる楽曲との類似度を基にプレイリストを生成する

3.1

音響特徴の抽出

楽曲の特徴として，伊藤らの研究 [5] で提案されてい

方法では，類似する楽曲ばかりが再生されるなど，ユー

る特徴を用いる．伊藤ら [5] は，楽曲の時間経過に伴い

ザにとって目新しさがない．
本研究に最も類似する研究として，Flexer らの研究

変化する音量，音高, リズムのゆらぎ情報に着目し，音

[4] が挙げられる．Flexer らは，開始曲と終了曲を選択

響信号解析により 66 次元の特徴を抽出している．本研

することで，開始曲から終了曲に音響特徴が滑らかに

究では，事前調査により特に人の嗜好判断に影響を及

遷移するように中間曲が選ばれる．本研究では，開始

ぼすと考えられる特徴番号 1〜6,55〜66 を用いる．こ

曲と終了曲ではなく，これまでの再生履歴の直近 2 曲

れらは音量と音高，リズムに関わる特徴量である．

を入力するという点で Flexer らの研究とは異なる．

3.2

推薦楽曲の選択

楽曲集合 P の中から再生履歴として直前の 2 つの楽
曲（楽曲 pt−2 →楽曲 pt−1 ）が与えられたとき，提案手
法では楽曲間の遷移性を考慮し推薦楽曲（楽曲 pt ）を
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選ぶ．推薦楽曲の選択は次の手順により行う．
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(1) 多次元尺度構成法 [6] により楽曲集合 P を 2 次元
特徴空間に落とし込む．
(2) 2 次元特徴空間上で楽曲 pt−2 ，楽曲 pt−1 を通る直
線 pt−2 pt−1 を抽出する．

果を相殺するため提示するプレイリストの順序は毎回
ランダムに入れ替える．

(4) 被験者は，各プレイリスト内の楽曲を順に再生す
る．その後，各プレイリスト内の楽曲の遷移性が滑ら
かであると感じた順に順位付けしてもらう．

(3) 直線 pt−2 pt−2 上で，かつ楽曲 pt−1 に最近傍の楽
曲を推薦楽曲 pt として選ぶ．ここで，楽曲間の

5 おわりに

近傍性はユークリッド距離計算により算出する.

推薦手法の提案を行った．本研究では音響信号解析によ

実験計画

4

楽曲の音響特徴の遷移性を考慮したプレイリストの
り 66 次元の特徴を抽出した楽曲に多次元尺度構成法を

提案手法の有用性を検証するために被験者実験を行

用いて 2 次元の特徴空間に配置し, 特徴空間上での楽曲

う. 被験者に提案手法の他に, 2 種類の比較手法により

の遷移を考慮したプレイリスト推薦手法を提案した．
今後は，被験者実験を行い提案手法の有用性を検証

プレイリストを提示し, そのプレイリストの楽曲の遷移

する．

性について評価をしてもらう.

4.1

データセット
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