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初学者に有用なバイオリン教本運指の自動推定
酒向 慎司1,a)

渡邉 樹里1

概要：バイオリンは同じ音に対応する運指が複数ある楽器であり，適切な運指習得の手段として，運指が
部分的に併記された教本が用いられている．我々はこれまでに統計モデルによるバイオリンの自動運指推
定手法を検討し，条件付き確率場を用いた手法を提案してきた．これまでの問題設定では，与えらえた楽
譜すべてに運指を推定することであったが，運指の習得を支援するシステムという観点では，市販されて
いる教本のような運指の習得を促すような部分的な運指標示が有効ではないかと考えた．本報告ではこの
ような着眼点の元で，これまでに提案してきた運指推定手法を拡張し，演奏技術の習得に効果的な運指標
示の推定手法について検討することとする．楽譜や運指推定結果をもとに運指標示の有無に関係する特徴
について検討し，楽譜から運指推定を行うとともに運指標示を有無を決定する手法を提案する．市販の教
本との比較や，バイオリン演奏者による主観評価実験について報告する．

1. はじめに

標示されているのではなく，部分的に運指が標示されてい
るという形が殆どである．運指が標示されている箇所は，

バイオリンは，左手の指で弦を押さえることにより音高

その音符に対して取りうる運指の候補が多く，演奏者が適

を変化させて演奏する楽器である．この左手の指使いのこ

切な運指を判断することが難しいと考えられる箇所であ

とを運指という．バイオリンが属する弦楽器では同じ音高

る．反対に運指が標示されていない箇所は，前後の音符の

を発することができる運指が複数存在するため，演奏を行

運指や音高などから簡単に運指が判断できると考えられる

う場合には音高ごとに複数パターン存在する運指の中から

箇所である．このようにして，演奏者が運指を判断する過

適切な一つを選択する必要がある．同じ音高の音符でも，

程で部分的に適切な運指を示すことによって初級者の運指

演奏する条件や曲の場面によって適切な運指が異なるた

判断能力を正しく向上させることができるため，バイオリ

め，演奏のしやすさ，演奏表現，演奏者の習熟度などの要

ン教本に沿って練習を進めていくことが初級者教育に有効

素を考慮した上で運指が選択される．

な方法の一つだと考えられる．

一般的に，バイオリンの運指は楽譜には記載されていな

楽器の学習支援に関する研究としては，これまでにピア

いことが多い．そのため，演奏者は経験則によって，また

ノ [1], [2] などを対象として行われてきた．バイオリンを

は練習の中で試行錯誤をすることによって，適切な運指を

対象とした研究も行われており，運弓の動作指導を行う研

判断して演奏を行っている．しかし，経験の浅い初級者に

究 [3] や，押弦位置を視覚的に提示する研究 [4] がある．本

とってはそれは容易ではなく，時には試行錯誤の末に必要

研究では将来的な展望として運指を提示することによる学

以上に難しい運指を選択してしまうこともある．このよう

習支援に着目する．

に，難しい運指を選択し続けることによって不自然な運指

その理由として，バイオリン教本に掲載されている曲数

判断能力が身についてしまうと，曲の難易度が上がった場

は限られており，初級者が演奏技術習得の過程で触れる曲

合に演奏が困難になってしまう危険性がある．そこで，初

のレパートリーは奏者間で似通っていることが多い．演奏

級者が運指を含めたバイオリン演奏の基礎を学ぶための入

技術が向上すれば様々な楽曲に挑戦することもできるよう

門書として，バイオリン教本が広く用いられている．

になるが，演奏技術習得の段階から多くの曲に触れること

バイオリン教本には，初級者が正しい運指を身につける

ができれば，初級者のモチベーションや訓練効果を高める

ために運指が記載されている．ただし全ての音符に運指が

ことが期待できる．このような観点から任意の楽譜から運
指を推定する技術が有望である．
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任意の楽曲の楽譜から自動で運指を推定する研究はこれ
までにも幾つか行われており，初級者に適切な運指を提示
することがその目的の一つとしておかれている．運指を自
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バイオリンの音域

教本の運指表示の一例

支え，右手に弓を持って演奏する．左手の親指を除いた人
差し指から小指までの 4 本の指の指先で指板を押さえる

動推定する研究は，バイオリン [5] の他にも，それに先行

ようにして押弦することにより，音高を変化させることが

するものとしてギター [6], [7], [8] やピアノ [9] などを対象

できる．この左手の指使いのことを運指という．本論文で

として行われてきた．これらの研究に共通して，楽譜情報

は，各音符に対する指使いのことを運指，この運指の並び

を入力として運指を推定する際，与えられた全ての音符に

のことを運指系列と呼ぶこととする．

ついて適切な運指を推定するという問題設定がなされてい

音高を変化させるためには，押弦する指を変えるだけで

る．しかし教育支援システムという観点では，推定された

なく，左手を弦が張られている方向に移動させる必要が

運指全てを標示することによって次のような懸念が考えら

ある．このときの左手の位置をポジションという．各弦の

れる．

チューニング音と 2 度の音程にあたる音を発する位置に人

まず，多数の運指が表示されることによる楽譜の判読性

差し指を置いたときの手の位置を第 1 ポジションと呼び，

の低下である．この問題は，音符長が短い音符が多く並ぶ

そこから 2 度ずつ左手をずらした位置をそれぞれ第 2 ポジ

ような箇所ほど顕著に表れると考えられる．次に，初級者

ション，第 3 ポジション，· · ·，のように呼ぶ．一般に，ポ

の習熟の妨げとなる可能性がある．ある曲について全ての

ジションの次数が高くなるほど押弦が難しいとされている

運指が標示された場合，初級者には有用である半面，標示

ため，初級者は基本的に第一ポジションから近い位置で運

された運指に頼りきって演奏を行ってしまう恐れがある．

指を選択することになる．また，ポジションの移動だけで

このような演奏を続けた場合に，適切な運指がどうあるべ

なく，左手の各指の間隔を広げて押弦することもあり，こ

きかの判断能力の向上は見込めないのではないかと考え

れは手の拡張と呼ばれている．

た．そこで，バイオリン教本のように推定した運指を部分
的に標示できれば，初級者の運指判断能力の向上につなが
り，教育支援システムとして有用ではないかと考える．

2.3 バイオリン教本における運指の標示法
楽譜上に運指を標示する方法には，指番号のみを標示す

このような考えのもとで本研究では，長田らの手法を拡

る方法や，使用する弦の名前と指番号を標示する方法，ポ

張することにより，バイオリン教本のように運指を部分的

ジションを標示する方法など様々な方法がある．本研究で

に標記できる新たな自動運指推定手法を検討する．なお，

は，バイオリン教本や出版されている楽譜などで多く用い

このような技術の対象者として初級者向きのバイオリン教

られている，指番号のみを用いる方法で運指を標示するこ

本（各教本の 1, 2 巻相当）を学ぶ奏者であることを前提

とを前提とすることとする．

とし，それ以降の中級者などへの対応は本研究の範囲外と
する．

2. バイオリン運指について
2.1 バイオリンの音域
バイオリンは，指板と呼ばれる板の上に 4 本の弦が張ら

指番号のみを標示する場合は，図 2 に示すように標示し
たい音符の上または下に番号を記載する．指番号は，押弦
を行わない状態である開放弦を 0, 各指で弦を押さえる状態
を親指を除いて人差し指から 1, 2, · · ·，のように表す．
また，押弦して音程を変化させる以外に，開放弦の 2 等
分点，3 等分点，4 等分点に軽く触れてその点を節とする

れている．それぞれの弦は材質や太さが異なり，それによ

倍音を鳴らすフラジオレット (flageolet) という奏法があり，

り異なる音色や音高を奏でることができる．弦は指板を上

楽譜上で示す場合は○を音符の上または下に標示する．初

から見て左側から G 線，D 線，A 線，E 線と呼び，特別な

級者が演奏できる難易度の曲でフラジオレットが用いられ

指示がない限りはそれぞれ G3, D4, A4, E5 にチューニング

ることは非常に少ないため，本研究ではフラジオレットは

され，これらが各弦の最低音にあたる．それぞれの弦の音

用いずに，全ての音高を開放弦または押弦によって演奏す

域は 1.5 オクターブから 2 オクターブ，全体の音域は約 4

ることを前提として運指推定を行うこととする．なお，本

オクターブほど (G3〜G7) だとされている．図 1 に一般的

論文では，この運指標示法において全運指の中で実際に楽

なバイオリンの音域を示す．

譜上に標示されている運指を教本運指と呼ぶこととする．

2.2 バイオリンの奏法と運指
バイオリンは楽器本体を左顎と左肩の間に挟んで左手で
ⓒ 2019 Information Processing Society of Japan

3. 条件付き確率場に基づく運指推定
バイオリン運指推定の研究として，条件付き確率場 (Con-
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楽譜情報

o1 o2 o3…

観測系列

素性
・手状態と音
・ポジション
・演奏記号

O

(楽譜情報)

sn

sn ｰ1
状態系列

sn+1
(手の状態）

運指推定部
（長田らの手法）
運指系列

音高
音符長
休符長
演奏記号
弦
指番号
手の位置
指の間隔

運指表示の有無
抽出した特徴量

特徴量抽出部
図4

運指標示判定部

提案法の概要図

いると考えられる．そこで，まず運指標示の条件を明確化
し，その条件を特徴として運指標示の有無を判定すること

図3

CRF に基づく運指モデルの概要

を考える．
提案法の概要は図 4 の通りである．ここでは，運指標示

ditional Random Field; CRF) を用いる手法 [5] が提案されて

の有無を判断するにあたり，長田らの手法により対象とな

いる．この手法では，演奏者の習熟度に対応して異なる運

る音符列について運指が推定できていることを前提とす

指を推定するために，楽譜情報として音高以外に音符長や

る．従って，楽譜と与えられた運指系列と楽譜情報から特

演奏記号を考慮して運指推定を行っている．教本に記載さ

徴量を抽出し，その特徴をもとに標示の有無を音符単位で

れた指番号をもとに定めた正解運指との一致率は，初級レ

分類する分類問題を考え，運指標示の有無に有効な特徴量

ベルの曲では 90%を超えており，中級レベルの曲でも 70%

とその分類性能について検討する．

を超える精度で推定ができることが確認されている．
線形連鎖条件付き確率場 (linear-chain CRF) は，観測値

4.2 特徴量の抽出

の系列 o が与えられた時に，その系列に対するラベル列 s

バイオリン教本における運指標示の判断はある程度の一

を推測するモデルである．運指推定の問題は，与えられた

般性が見出せるものの，経験則も含まれると考えられ，詳

楽譜情報 o から最適な運指系列 f を求めることであると考

細な条件は明確化することが難しい．そこで，バイオリン

えることができる．長田らによる CRF 運指モデルを図 3

経験者への聞き取りや経験則から運指標示の条件を列挙

に示す．このモデルでは，楽譜情報を観測系列 o，手の状

し，これらの条件に基づいて運指標示の有無に関係のある

態を状態系列 s とし，これと習熟度 L から最適な運指系列

特徴を検討する．そこで，楽譜に記載された情報から運指

f = arg max s P(s|o; L) を求める．

標示に関係すると考えられる要素を列挙し各条件に該当す

arg max P(s|o; L) = arg max
s

s

1
exp(ω · ϕ(s, o), L)
z(o)

最適運指系列は，素性 ϕ と重み ω, 習熟度 L によって

る場合としない場合の二値を取る特徴量を設計する．
曲頭
曲の冒頭の音符において，第 1 ポジションでないときに

表される．運指推定の研究においては隠れマルコフモデ

運指を標示すべきであると考える．よって特徴量の値は，

ル (hidden Markov model; HMM) がよく用いられているが，

曲頭の音符においてポジション番号が 1 でない場合は 1, そ

HMM では楽譜の広範囲にわたって影響を及ぼす演奏記号

れ以外は 0 をとる．曲頭以外の音符も全て 0 となる．

を考慮したり，多くの特徴を考慮するなどといった課題を

開放弦使用の有無

扱うことが困難であった．そのため，HMM の運指推定モ

開放弦の音高 (G3, D4, A4, E5) を演奏する場合，開放弦

デルをこの CRF に拡張することによってそれらの課題を

を使用する（指番号 0 である）べきか，使用すべきではな

解決している．CRF による運指推定における状態定義や素

い（指番号 4 である）かを明示すべきであると考える．た

性関数の詳細については，先行研究の文献 [5] を参照され

だし，指番号が 0 または 4 ではない場合は，前後の運指か

たい．

らその指番号が自明であることが多いため，これは考慮し

4. 教本運指の推定
4.1 教本運指推定手法の概要

ない．さらに，音高が G3 の場合は取りうる運指が G 線の
開放弦 (指番号が 0) 一択であることが自明であるため，こ
の場合も考慮の対処から外すこととする．よって特徴量の

バイオリン教本に掲載されている部分的な運指表示れて

値は，ある音符において指番号が 0 または 4 かつ，音高が

いる．この教本運指の位置はランダムに選ばれているので

D4, A4, E5 のいずれかであるときに 1 となり，それ以外の

はなく，教本の著者の意図によって運指を標示すべきノー

場合は 0 となる．

トが選ばれている．人間が運指を標示すべきであると判断

ポジション変更

するには，使用弦や指番号などの様々な要素が考慮されて
ⓒ 2019 Information Processing Society of Japan

ポジション変更が行われた場合に運指が標示されると考
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表1

える．よって特徴量の値は，前後の音符でポジション番号

曲数

音符数

教本運指数

学習

中級

27

9,638

1,989

評価

初級

13

1,906

189

が異なる場合に 1，それ以外の場合は 0 となる．
手の変形
手の変形があった場合に運指が標示されると考える．

使用データの内訳

習熟度

よって特徴量の値は，前後の音符で手の形が異なる場合に

表2

1，それ以外の場合は 0 となる．
同音異指

使用曲集と習熟度

習熟度

教本名

初級

鈴木バイオリン指導曲集 2

前後の音符で同じ音高であるが，押弦する弦または指が

篠崎バイオリン教本 2

変わる場合に運指を標示すべきであると考える．また，同

中級

鈴木バイオリン指導曲集 4

じ音高で弦と指番号が一致する場合はその運指が自明であ

鈴木バイオリン指導曲集 5

るため，標示すべきではない．よって特徴量の値は，前後

篠崎バイオリン教本 3
新しいバイオリン教本 3

の音符で音高が同じでかつ弦または指番号が異なっている
場合に 1, それ以外の場合は 0 となる．
手のスライド

表3
パターン

使用する特徴量セットの一覧

特徴量

次元数

前後の音符で音高が隣り合っているが，指番号が変化し

A

運指標示に関する特徴

ない場合に手がスライドされていると考える．この場合に

B

パターン a + 手状態（当該音符）

26

は運指を標示することによってそれを示すべきであると考

C

パターン b + 手状態（直前）

49

える．よって特徴量の値は，前後の音符で音高が隣り合っ

D

パターン c + 手状態の変化量

53

7

ていてかつ，指番号が一致した場合に 1, それ以外の場合は

0 となる．

者が教本に記載された運指をもとに運指を付与したもの

移弦

である．このとき付与した運指は，各音符についてそれぞ

前後の音符で使用する弦が異なっているときに移弦が行

れ 1 種類である．運指には多義性があるため，場面や音符

われていると考え，運指を標示して示すべきであると考え

によっては取りうる運指が複数存在することもある．実際

る．よって特徴量の値は，前後の音符で弦が異なる場合に

に，教本運指の中にも 1 つの音符に 2 種類の異なる運指が

1, それ以外の場合は 0 となる．この運指標示に関する特

標示されているものがある．本来であれば取りうる全ての

徴に加えて，当該音符とその直前の音符の手状態パラメー

運指を対象とするべきであるが，本実験の学習においては

タ，さらに各手状態パラメータの変化量も特徴量として取

この運指の多義性は考慮せず，1 つの音符につき 1 種類の

り入れることとする．ここで用いる手状態パラメータは長

運指を付与することとする．

田らの手法で用いられる CRF の状態に対応したものであ
る．ただし，直前の手状態パラメータは，曲頭の音符では

−1 とする．

5. 実験 1: 教本との比較実験
5.1 使用データ
実験で用いるデータセットは表 1 の通りである．また、

5.2 実験条件
バイオリン教本における標示の有無（標示あり: 1, 標示
なし: 0）を正解ラベルとし，推定結果を評価する．推定に
用いる運指系列は手動補完運指データ，分類器はランダム
フォレストとする．特徴量は表 3 の 4 パターンで実験を行
う．分類閾値は 0 から 1 の値をとり，値が大きくなるほど

これらの運指データは表 2 に掲載されている広く用いられ

標示ありのラベル (1) を出力しやすくなるものであり，特

ていると考えられるバイオリン教本から部分的に抽出した

に記述がない場合は全て 0.5 とする．

ものである．なお，習熟度については，各曲に明確な難易
度の設定がなされていないため，先行研究にならい各教本

本研究では，分類器の学習と評価には scikit-learn[10] を
用いた．

1, 2 巻に掲載されている曲を初級相当の楽曲，3 巻以降に掲
載されている曲を中級相当の楽曲として扱うこととする．
また，本研究における教育支援の対象者はバイオリン初

5.3 評価方法
推定結果をもとに，下記の数値を算出し評価を行う．

級者であることを仮定しているため，本研究では初級者が

• 正解率（運指標示の有無が教本と一致した割合），

多く演奏すると考えられる初級の楽曲で評価を行う．ま

• 適合率（運指標示の有無について，標示ありと推定し

た，初級の曲数が少ないこと，中級における教本運指標示
の条件は初級における条件を包含し得ると考えられること
から学習データとして中級の楽曲を用いることとする．
手動補完運指データは，全音符についてバイオリン経験
ⓒ 2019 Information Processing Society of Japan

た音符のうち教本運指であった音符の割合）

• 再現率（運指標示の有無について，教本運指のうち標
示ありと推定された音符の割合）

• F 値（適合率と再現率の調和平均）
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表4
特徴量

特徴量の違いによる実験結果

正解率 [%]

適合率 [%]

再現率 [%]

F値

A

90.71

80.00

8.47

0.1531

B

91.71

79.25

22.22

0.3471

バイオリン教本における運指の表示は著者の意図による

C

91.40

62.63

32.80

0.4306

部分が大きいため，教本との一致率のみでは推定実験の評

D

91.71

65.35

34.92

0.4552

価としては不十分であると考えられる．そこで，バイオリ

6. 実験 2: バイオリン経験者による主観評価

ン経験者による主観評価を行うことで，教本との一致率か
100

らは得られない，初級者教育への有用性に着目した評価を

Precision
Recall

90

実施する．

80

Rate[%]

70

6.1 実験条件と評価方法

60

被験者は大学オケ所属のバイオリン経験者 4 名（経験歴

50

9〜23 年）であり，独学ではなくバイオリン指導者による

40
30

教育を受けている．評価対象とする運指とその標示の有無

20

は，実験規模を考慮して限定し，前述した結果のうち特徴

10

量パターン D，分類閾値 0.75 の推定結果を用いる．

0
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Threshold
図5

分類閾値変化による適合率と再現率の変化

5.4 推定結果と考察
特徴量の次元数を変化させながら推定を行った結果を表

4 に示す．再現率と F 値に注目すると，特徴量が増えるに
したがって値が大きくなっていることが分かる．これよ
り，運指標示に関する特徴以外にも手状態などの特徴を考
慮することが，教本運指を分類する上で有効であると考え
られる．またバイオリン奏者への聞き取りから，教本運指
以外の標示の有無よりも，教本運指が標示されることが重
要であることが分かっているため，再現率を高めるための
適合率の低下はある程度許容されると考えられる．
よって，再現率や F 値が高いものが結果としてふさわし
いと考えられるため，最も特徴量の多いパターン D が分類
結果として最も良い結果であると考えられる．次に，最も
再現率と F 値が高くなった特徴量パターン D おいて，二
値分類の閾値を変化させたときに適合率と再現率がどのよ
うに変化するのかを調べ，その結果を図 5 に示す．

評価に用いる楽曲は前節で述べた評価データから，正解
データに教本運指が 1 つも存在しない例外的な 1 曲を除い
た 12 曲である．
被験者に 1 曲について 2 つの楽譜を見せ，各楽譜につい
て 4 つの評価項目について評価するよう求めた．また，標
示数や標示箇所の評価の根拠となった箇所の詳細や，その
他に 2 つの楽譜を見比べて気づいた点を文章で記述するよ
う求めた．ただし評価の前提として，提示する楽譜を使用
するのはバイオリン初級者（目安: バイオリン教本の 1,2 巻
を学んでいる奏者）であるとする．なお，楽譜は教本と推
定結果の 2 種類を被験者にはどちらが教本であるかは分か
らないように提示する．2 種類の楽譜の相違点は標示され
た運指のみである．
評価項目は次の 3 つであり，それぞれを 5 段階で回答
する．

• 標示数として楽譜上に標示されている運指の個数は適
切か（1 少ない – 3 丁度良い – 5 多い）

• 標示箇所として運指標示が必要な音符に指番号が標示
されているか（1 不適切 – 3 どちらでもない – 5 適切）

• 適応度として提示された楽譜は初級者が使用するのに
適切であるか（1 不適切 – 3 どちらでもない – 5 適切）

分類閾値を変化させることによって運指の標示数を変化
させることができるため，適度な閾値を定めることによっ
て，より適切な数の運指を標示できると考えられる．ただ
し，閾値を大きくしすぎることによって標示数が増えすぎ
てしまうことは避けるべきである．そこで，再現率と適合
率のバランスを F 値によって確認し，この値が大きくなる
閾値が適切な値であると考える．本実験において F 値が
最も大きくなった分類閾値は 0.75 で，このとき適合率は

47.08%，再現率は 59.79% であり，この分類閾値が標示数
が多すぎない程度に教本運指を推定できるものであると考
えられる．
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6.2 実験結果と考察
まず，段階評価の結果から教本と推定結果を比較し，考
察する．各評価項目の段階評価について，教本と推定結果
それぞれの評価平均を図 6 に示す．被験者ごとの評価平均
と楽曲ごとの評価平均については割愛するが，いずれの評
価項目においても教本と推定結果に有意な差は確認されて
いない．
前節の実験結果より推定結果の再現率はおよそ 6 割に留
まっていることが分かっているが，評価結果が教本に近い
ものであったことから，教本運指の中でも標示する重要性
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また，本研究ではバイオリン経験者に対する主観評価を

5

教本

推定結果

行ったが，バイオリン初級者への教育面での効果も検証す
る必要があると考えられる．初級者が実際に生成譜面を使

4

用したときに教本運指から適切な運指を推定できること，
さらに様々な曲からの生成譜面を長期間にわたって使用し

3

たときに身についた運指判断能力が妥当なものであるかを
調査することで，初級者教育への有効性に関する評価をさ

2

らに得られると考えられる．

1

標示数
図6

標示箇所

適応度

主観評価結果（エラーバーは 95%信頼区間）

が高いものがこの約 6 割の中に含まれていたのではないか
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であることを確認した．また，バイオリン経験者による主
観評価では，推定結果が教本に近い初級者への適応度を持
つことが確認されたが，より複雑な判定を可能にするため
に，さらに考慮すべき特徴があることが示唆された．
今後の課題として，運指標示に関する特徴のさらなる検
討が挙げられる．本研究で設計した特徴以外に，主観評価
実験の特記事項から得られた意見などをもとに新たな特徴
を設計し加えることで，推定精度を上げることができると
考えられる．また，提案法を標示数の調節ができるような
ものに拡張することで，奏者の習熟度や好みの違いにも対
応することができるようになると考えられる．
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