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LSTM を用いた繰り返し構造を持ったメロディ生成による作曲支援システム ∗
河野 翔太 †,
1

まえがき

作曲ではメロディやコード、ドラムなどのリズムを
中心に様々なパートを制作必要がある。リズムとコー
ド進行に関してはほとんど決まった形があるが、メロ
ディの正解は 1 つではなく、少しずつ修正しながら作っ
ていくことがある。
ジャンルによっては、繰り返しの構造を持っている
楽曲が多いため、この特徴を利用出来るのではないか
と考えた。
そこで、本研究では繰り返しの構造を学習し生成出
来る自動作曲を用いて、自分で作成したメロディを含
んだ楽曲を自動で生成し、その繰り返しの構造を持つ
出力結果からメロディを修正するシステムを作成する。

2

伊藤 克亘 † ,
この２つの学習モデルにおいて、ネットワークは RNN
を使用しているが、数ステップ前までに出力された情報
を、入力として扱うことに特徴がある。このようなネッ
トワークにすることで、数小節前の情報を参照しなが
ら楽譜を生成していくことが可能となっている。ネット
ワークの図と各係数の式は下のようになる。w1 , w2 , w3
は学習するパラメータとなっており、hi は n ステップ前
までの出力 (ht−n から ht−1 )、h′t は時刻 t の出力となっ
ている。本研究では、32 ステップ前までの情報、つま
り 2 小節前までの情報を参照している。中間層の情報
は、次の時系列へ重みをつけて引き渡される。

自動作曲の従来研究

Google はニューラルネットワークを使って美術や音
楽を自動生成する Magenta[1] と呼ばれるプロジェクト
を行っており、誰でも簡単に学習出来るようにモデル
を公開している。その中には自動作曲が出来るモデル
が複数ある。それらの 1 つとして MelodyRNN と呼ば
れるものがあり、これはメロディを自動生成するモデ
ルで、MIDI ファイルを使用している。さらに、この
MelodyRNN を発展させて、コードを参照しながらメ
ロディを学習をすることが出来る Improv RNN と呼ば
れるものがある。
この２つの学習モデルにおいて、メロディはベクト
ルとして表現する。単次元のみを扱うもので、最小単
位が 16 分音符のワンホットベクトルとなっている。1
つ目の要素は、メロディが鳴っていない時に 1 となり、
2 つ目の要素は前のメロディが鳴り続けている時に 1
となり、3 つ目以降の要素は、MIDI ノートナンバー
48〜84(C2 から C5) の音が鳴っている時に 1 となる。
Improv RNN では、コードはラベルからどの音が鳴っ
ているかを C から B までの音を表現した 12 個の要素
を持つベクトルで表現している。ただし、コードは 1
小節につき 1 つしか与えられない。

uti = w3T tanh(w1′ hi + w2′ ct )
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図 3. ネットワークの構成
ネットワークへの入力はワンホットベクトルとなっ
ており、出力 h′t はどの音が着やすいか確率として出力
される。この確率からふさわしいメロディを選択する。
確率として出力する際には目的関数として下の式のよ
うな交差エントロピーを使用する。この交差エントロ
ピーは、行列を扱う学習において確率を計算するのに
適している。

Ei = −ti ln (yi ) − (1 − ti ) ln (1 − yi )
図 1. メロディのワンホットベクトル表現

図 2. コード C のベクトル表現
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(3)

i=t−n

(4)

中間層の数、バッチサイズ、学習回数などは実行の
度に指定する。デフォルトでは、64 個の中間層が 2 つ
あるネットワークで、バッチサイズは 64 で学習回数は
20000 となっており、この設定で学習されたモデルを
使用した。
メロディとコードを入力とし、メロディと 1 小節に
つき１つのコードを出力する。こちらで楽曲の生成を
する際には、メロディの一部と全体のコードを入力と
して与える。メロディは音価を考慮した音高のベクト
ルとして入力する。
このシステムを使って、学習済みモデルから楽曲を
生成した。MelodyRNN では 5 小節目からメロディが
崩れやすく、繰り返しの構造もほとんど見られなかった
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が、ImprovRNN では MelodyRNN に比べてメロディ
が崩れにくく、繰り返しの構造も現れやすかったこと
から、ImprovRNN を使用する。

3

提案手法

MelodyRNN に比べて ImprovRNN ではメロディの
繰り返しの構造が現れやすいことからこちらのシステ
ムを使用して、修正システムを作成していく。その中
で似ているメロディを見つけるためにどのようにして
類似度を求めるのか、どのような方法で修正案を出す
のかを説明する。
3.1

類似度の計算

似たメロディを見つけるために、どのようにして小
節同士の類似度を計算するのかを説明する。類似度の
計算には、メロディを一定の間隔 (拍数、秒数) でサン
プリングし、1 小節から複数の小節の MIDI のノート
ナンバーが入ったベクトルへ変換する。このベクトル
同士でコサイン類似度を計算することで類似度を求め
る。この計算を簡単に行うために、MATLAB の MIDI
Toolbox[2] に入っている関数 meldistance を使用する。

3.2

修正システム

まず、自分で作成したメロディを MIDI ファイルと
して書き出し、ImprovRNN に入力するベクトルへ変
換する。生成したい小節数分のコードをラベルとして
与えて 100 曲分自動生成する。そして、入力したメロ
ディの小節を 1 小節ずつ右にずらして類似度を求める。
その中で類似度が最も高かった小節部分を、その楽曲
の類似度として採用する。この作業をすべての自動生
成された楽曲に対して実行し、類似度が高い順にユー
ザーへ提示する。

3.3

実行結果

本システムを使用して、メロディの修正を実行した。
メロディの生成には、公開されている学習済みモデル
を使用した。学習データに使用されている 1 小節のメ
ロディとそれを一部変更したものを入力し、8 小節の
楽曲を 100 個生成し、類似度が高い順に 10 個提示する
ようにした。実験 1 では学習データの 1 小節をそのま
ま使用し、実験 2 では最後の一音を変更し、実験 3 で
は最後のから二番目の一音を変更した。これらのメロ
ディを入力して、類似度が高い順に 10 個の楽譜を提示
し、修正案を選択した。実験 1 では類似度が 0.8402、
実験 2 は 0.8367、実験 3 は 0.8581 のものを選択した。

図 4. 実験 1 の結果

図 6. 実験 3 の結果

4

考察

実際に修正システムを実行した所、学習データに含
まれているものを与えると修正案として採用できるメ
ロディが多く現れ、後ろのメロディの音価や上がり下
がりによっても自動生成される楽譜に大きく差が出る。
また、学習データにない入力を与えるとメロディが崩
れやすく、修正案として採用できるメロディがかなり
少なくなってしまう。類似度が高いとされるメロディ
でも、聴いてみると修正案として提示出来ないものが
出てくる。しかし、類似度が高いメロディの中には修
正案として提示できるようなメロディも存在するので、
ユーザーに取捨選択してもらうことで修正システムと
して使用できるものとなっている。
この問題は学習データや学習のパラメータを変更す
ることで改善される可能性がある。現在、学習データ
の収集と整理を行っており、様々なパラメータを変更
しながら学習を行っていく。
また、ImprovRNN ではコードが１小節につき 1 つ
までしか与えられないことため、多様なコード進行を
用いたメロディを修正することが出来ない。これによっ
て、システムが使用できる範囲が狭まってしまってい
る。さらに、学習データも 1 小節につき１つのコード
しかないものしか使用できないため、使用できるデー
タかどうか仕分けする必要も出てくる。これらを解決
するためには、自動生成の部分において、コードをラ
ベルではなく音符情報で与えられるようなネットワー
ク、学習を用いれば解決出来る。

5

あとがき

現段階での実験では、修正案として採用できるメロ
ディが少ない結果となった。しかし、学習データと同
じメロディを与えると、修正案として採用できるメロ
ディが比較的多く現れる。自ら学習を行い、学習回数
やパラメータを調整しながら少しでも改善していきた
いと考えている。
また、本システムの評価実験は、学習に使われてい
ない繰り返しの構造が現れている既存楽曲のメロディ
の一部を入力として与え、既存楽曲と同じような繰り
返しの構造が ImprovRNN での自動生成によって現れ
るかどうかで行う予定である。
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図 5. 実験 2 の結果
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