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1 はじめに
現在，定額制音楽配信サービスを用いて音楽
を聴取することが広まってきており，好きな CD
を買ってきて好きな楽曲を聴取するというスタ
イルから，膨大な量の楽曲を聴取するというス
タイルに聴取の方法が変わりつつある．しかし
その一方で，膨大な量の楽曲をすべて把握する
ことはできず，自分が聴きたい楽曲を見つける
ことは困難になっている．定額制音楽配信サー
ビスではプレイリストを用意することでユーザ
ーが好きな楽曲を見つける補助を行っているが，
1 曲全てを聴く必要があるため，時間がかかると
い う 欠 点が あ る． 他 の 解 決 策 の一 つ とし て，
様々な楽曲からメドレー曲を作成し，短時間で
様々な楽曲を聴取することを容易にする方法も
有用である．
自動メドレー生成に必要である主な要素技術
として，楽曲のどの部分を切り出し，メドレー
曲に使用するのかを決める区間検出と，様々な
楽曲区間をどのように接続するかの二つが考え
られる．メドレー曲が備えておくべき要件とし
ては，個々の楽曲が違和感なく接続されている
ことが重要であり，本研究では楽曲中の展開が
一致しているかどうかに着目する．曲の展開の
不一致とは，メドレー曲において，曲が変化す
る前は盛り上がって進行しているのに，曲が変
化すると，落ち着いて進行してしまうなどの状
況である．メドレー生成においてこのような問
題が生じないようにするためには，楽曲から人
間が感じる高揚度の変化を適切に推定すること
が重要であると考える．
本研究では，ポピュラー音楽を対象に，楽曲
の音響信号から高揚度変化の推定を行うことを
目標として，主に高揚度変化の指標化とその推
定に有効な音響特徴量について検討する．

2 高揚度変化の要因
小山らは演奏動画における盛り上がり検出に
用いる特徴量について検討し [1]，音量 RMS，オ
ンセット数が高揚度と相関があることが確認さ
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れた．これを参考に以下の 3 つの点を高揚度変化
に関係が深い要因として挙げる．
 音量の変化
音量を大きくしていく箇所は，盛り上がる箇所
の直前に位置し，高揚度を高まらせることが多
い．
 音数の変化
音の鳴る密度が高くなる，例えばドラムが連打
される状況では，高揚度が変化すると考えられ
る．
 音色の変化
暗い音色から明るい音色に変化するなど，音色
の変化に伴い高揚度も変化すると考えられる．

3 高揚度変化推定に用いる音響特徴量
2 章で挙げた高揚度変化の要因を反映した以下
の音響特徴量を高揚度変化推定に用いる．それ
ぞれの音響特徴量の抽出には音楽信号処理ライ
ブラリ LibROSA [2]を用いる．
 音量 RMS(Ⅰ)
ある時間窓幅における音量の振幅の二乗平均平
方根を特徴量として用いることで音量変化の検
出が期待される．
 オンセット数
オンセット数は音の立ち上がり数であるので，
音数の変化を表現することが出来る．調波音と
打楽器音では高揚度の変化に与える影響の大き
さが異なるので，調波音(Ⅱ)，打楽器音(Ⅲ)に
音源分離し，ある時間窓幅におけるそれぞれの
オンセット数をそれぞれ特徴量として用いる．
 スペクトル重心(Ⅳ)
スペクトル重心はパワースペクトルの重心であ
り，音色の明るさと関係がある．スペクトル重
心を特徴量として用いることで音色の変化を検
出することが期待される．
音響特徴量を以下の 4 通りの条件で抽出しそれぞ
れの音響特徴量で機械学習を試行する．
1. 窓幅：0.5 秒
ホップ幅：0.25 秒
2. 窓幅：0.5 秒
ホップ幅：0.375 秒
3. 窓幅：0.25 秒 ホップ幅：0.125 秒
4. 窓幅：0.25 秒 ホップ幅：0.1875 秒

4 実験
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本研究では実験に用いるデータセットに RWC 研

Copyright 2019 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

情報処理学会第 81 回全国大会

表 1
データ
セット

①
②
図 1 高揚度の概念図と付与するラベル

③

究用音楽データベース [3]のポピュラー音楽の内，
楽曲番号が奇数である 50 曲を用いる．まず，被
験者実験を行い高揚度変化ラベルの収集を行っ
た後，機械学習アルゴリズムを用いて高揚度変
化ラベル推定の評価実験を行う．

4.1 高揚度変化ラベルの収集
AIST Annotation [4]で与えられるパート構造
の境界前後 5 秒間を被験者に聴取させ，その高揚
度の変化を“上昇”，“維持”，“下降”の 3 種
類に分類させる．図 1 に付与するラベルのイメー
ジを示す．5 秒に満たないパートでは高揚度は変
化しないと考え，本研究では 5 秒未満のパートは
例外として前のパートと結合する処理を行う．
ただし曲の最初のパートが 5 秒未満だった場合に
は後ろのパートと結合する．1 サンプルにつき 3
名のラベルを収集する．

高揚度変化の推定結果

アルゴ
リズム
SVC

音響
特徴量

k 近傍法

Ⅰ,Ⅲ

SVC

Ⅰ,Ⅳ

k 近傍法

Ⅰ,Ⅲ

SVC

全て

k 近傍法

Ⅰ,Ⅱ，Ⅳ

Ⅰ,Ⅳ

窓幅(s)

ホップ幅
(s)

正解率
(%)

0.5
0.25
0.5

0.375
0.1875
0.375

0.25
0.25
0.5

0.125
0.125
0.5

56
57
57
58
65
70

ると考えられる．データセット①，②の結果か
らそのようなサンプルは機械学習で推定するこ
とが困難である．しかし，全員が一致したサン
プルもあることから，着目している要因が異な
っても，同じように高揚度が変化するサンプル
が存在する．そのようなサンプルは機械学習で
の推定ができることがデータセット③の結果か
ら推測される．

5 まとめ
本研究では，高揚度変化のラベル付けを行っ
た．さらに音量 RMS，調波音・打楽器音のオンセ
ット数，スペクトル重心を音響特徴量に用いて
音楽音響信号に対する高揚度変化の推定を行っ
た．3 種類のデータセットを用いて高揚度変化の
推定を行った結果，Linear SVC と比べ k 近傍法の
方が良い結果を示した．また，3 人一致のみデー
タセットを用いた推定結果が最も良いものとな
った．今後は，人物による解釈の差異を検証す
るために学習に用いたラベルデータに対して未
知の人物のラベルを評価対象とする実験や，音
響特徴量を時系列に並べたもの以外にも全体の
統計量を付与することなど，さらなる検証を進
める．

4.2 機械学習による実験
3 章で挙げた 4 つの音響特徴量，前節で収集し
た高揚度変化ラベルを用いて，機械学習アルゴ
リズムによる音響特徴量から高揚度変化ラベル
の推定を行う．収集したラベルは全てで 736 サン
プルあり，データセットとして①多数決を行い 3
人の回答が異なるものは最も多数決の結果と一
致する人物のラベルを採用したもの(736 サンプ
ル)，②多数決を行い 3 人の回答が異なるものは
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