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DynamicIcon：楽曲の音響的特徴に基づく
動的アイコンの自動生成手法
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近年，音楽情報抽出技術（MIR: Music Information Retrieval）の向上により，アー
ティストやジャンルといった従来のメタ情報に加え，ムードなどの音楽音響信号から
解析された情報（音楽解析情報）を使って，楽曲を検索する機能が民生機器において
も一般的になりつつある．たとえば，このような機能には楽曲分類や類似曲検索，ま
たユーザの嗜好を考慮したプレイリスト作成機能などがある．最近では，このような
音楽解析情報は GUI において直接的にユーザに提示されようになってきており，音
楽解析情報を写真や画像によるサムネイルとして表示することで，視覚的な楽曲検索
に利用するようになってきている．しかし，このような静止画からは音響信号の解析
ならではの躍動感やビート感といった動的な情報を直感的にとらえることは難しい．
そこで我々は，より直感的に見た目で楽曲を検索できるようにするために，楽曲の躍
動感，ビート感を動きによって表現するアイコン DynamicIcon を提案する．具体的
には，各楽曲のコード進行や周波数ごとのパワーなどの音楽音響パラメータに，アイ
コンにおける色や形状に関する幾何学パラメータとそのアニメーションに関するパラ
メータを対応付け，複数曲分の動くアイコンを同時に表示できるようにした．本論文
では，この DynamicIcon を使ったミュージックブラウザを，モバイル機器を想定し
た 4.5 インチのタッチパネルディスプレイ上に実装し，選曲時間や視聴回数の測定に
基づきユーザ評価を行った結果を示す．

more intuitive, for example by means of GUI’s thumbnails based on images,
and to make it possible to search for music visually. However, the dynamic
nature of information derived from acoustic analysis, for example the feeling
of an up-tempo song, is diﬃcult to convey with static images. We propose to
use moving icons (DynamicIcon) which are automatically generated from music
analysis information and to animate them based on tempo and beat to make
it possible to search for musical pieces visually and more intuitively. In this
paper, we show our visual music browser based on DynamicIcon on a mobile
device with a 4.5-inch touch-panel display, present the results of user tests of
the music browser, and discuss them and the future works.

1. は じ め に
近年，HDD 付き携帯音楽プレーヤの普及にともない数千曲以上を 1 度に持ち運ぶことが
できるようになった．これにともない，外出先や通勤途中などのモバイル環境で音楽を聴く
ときに行う，モバイル機器における楽曲ブラウジングの操作性の向上がいっそう求められる
ようになってきている．また，音楽ダウンロードサイトの普及にともない，大量の未知の楽
曲群から好みの楽曲を探すことも一般的に行われるようになった．このような従来の楽曲ブ
ラウジングでは，階層化されたテキストによるメタ情報（例：ジャンル名 → アーティスト
名 → アルバム名 → 曲名）に加え，そのアルバムのジャケット写真を見て楽曲を選択する
のが一般的である．ジャケット写真による楽曲ブラウジングは，写真の持つ視覚的な支援に
よりアルバム単位でのブラウジングでは有効だが，アルバム単位でしかジャケット写真が存
在しないため，同一アルバムに含まれる複数の曲の識別はできない．このような場合，自
分が聞きたい楽曲を間違いなく選択するには，曲名まで詳細に記憶している必要があった．
このような選曲方法は，曲数が増えるに従って困難になるため，インタフェースによる支援

DynamicIcon: A Visualizing Technique for Musical Pieces
in Moving Icons Based on Acoustic Features
Reiko Miyazaki†1 and Kouichi Matsuda†2
Recent improvements in music information retrieval technologies have extended the way to allows digital music players to have a function to search for
music from traditional textual data such as “artist” or “genre” to its acoustic
feature, such as “mood” and “tempo”. For example, these functions let us
classify music, search for similar music, create play lists based on user’s taste,
etc. Music analysis information is also used to make visualization of the music

1283

が重要となる．
一方，最近では音楽情報抽出技術（MIR: Music Information Retrieval）の向上1) によ
り，音楽音響信号から解析された情報（以下，音楽解析情報）を使った効果的な楽曲のブラ
ウジングが可能になりつつある．このような音楽解析情報としては，ビート構造，コード進
行，キー，楽曲構造などがある．これらの情報を利用して，民生用の音楽プレーヤにおいて
†1 ソニー株式会社技術開発本部
Technology Development Group, Sony Corporation
†2 ソニー株式会社システム技術研究所
System Technologies Laboratories, Sony Corporation

c 2010 Information Processing Society of Japan


1284

DynamicIcon：楽曲の音響的特徴に基づく動的アイコンの自動生成手法

も，アーティストやジャンルといった従来のメタ情報に加え，ムード分類や類似曲検索など

では実装したアプリケーションについて述べる．5 章ではユーザテストによる評価について

が実現されている1 ．またこのような音楽解析情報を写真や画像に対応付け，それらをサム

説明し，6 章ではその評価結果について議論する．7 章では今後の課題について述べ，最後

ネイルとして曲ごとに表示することで，視覚的な楽曲ブラウジングに利用する研究なども行

に 8 章で本論文をまとめる．

われるようになってきている2)–5) ．
このようなサムネイルを使った楽曲ブラウジングは，サムネイルを見て選択するだけで済
むため複雑な操作性を必要とせず，ある程度直感的な操作を可能にする．またサムネイルの
サイズを調整することで小さな画面でも利用できるため，モバイル機器でも有用であると考

2. 関 連 研 究
本論文が対象とする，音楽の可視化に関する研究は以下のように分類できる．

(1)

楽曲の内部構造の可視化

えられる．さらに曲ごとにサムネイルをつけることで，同一アルバムに含まれる複数の曲の

SmartMusicKIOSK 6) は，音楽解析情報から得られた楽曲構造を可視化し，楽曲内

識別も可能である．しかしながら，サムネイルとして写真や画像などの静止画を用いた従来

部のブラウジングや楽曲の試聴を容易にする音楽インタフェースである．従来の音

の方式では，楽曲ブラウジングにおいて重要な，曲調の違いまで含めた多くの情報を表現す

楽インタフェースでは，楽曲単位でしか興味のない音楽を飛ばせなかったのに対し，

ることは難しく，さらに躍動感やビート感といった動的な情報を直感的に表現することも難

SmartMusicKIOSK によって初めて，楽曲内部の興味のない箇所も容易に飛ばすこ

しい．

とが可能になった．

特に，このようなサムネイルとして既存の写真や画像を用いる MIST 2) の場合，サムネイ

copm-i 7),8) は，楽曲の MIDI（Musical Instrument Digital Interface）データを

ルの種類が少なすぎると，曲調の異なる曲でも同じアイコンで表現されやすくなってしまっ

3 次元で可視化し，アニメーション効果を使って楽曲の内部構造を大局的にとらえな

たり，逆にサムネイルの種類が多すぎると，類似する曲でも異なるアイコンで表現されやす

がら MIDI データを編集できるシステムである．

くなってしまったりする．一方，サムネイルとして画像を自動生成する MusicThumbnailer

(2)

楽曲と同期した可視化（ビジュアライザ）

などの場合3)–5) ，可視化する音響的特徴量とその可視化要素の対応が覚えにくいと，ユーザ

Cindy 9) は，音楽のビートに同期してリアルタイムに踊る（動作や位置が変化する）

に曲調とサムネイルの種類の対応をそのまま記憶させることになり，結果的にサムネイルか

仮想のダンサを，コンピュータグラフィックスでアニメーション表示するシステムで

ら多くの楽曲を識別することが難しくなる．

ある．さらにインタラクション機能として，ユーザが任意のタイミングでボタンを押

そこで我々は，一般的なメタ情報による階層遷移に適用できる，より直感的な楽曲ブラウ
ジングを実現するために，楽曲の曲調を「動き」によって表現するアイコン DynamicIcon

すと，自動的にビートに同期したタイミングでダンサの動作を切り替えることがで
きる．

を提案する．具体的には，各楽曲のコード進行や周波数ごとのパワーなどの音響パラメータ

iTunes 2 や Windows Media Player 3 などの PC のメディアプレーヤには，ビ

に，アイコンにおける色や形状に関する幾何学パラメータとアニメーションに関するパラ

ジュアライザと呼ばれる音楽に同期したエフェクトを表示する機能がある．ビジュア

メータを対応付け，楽曲ごとに動くアイコンを同時に表示できるようにした．これにより，

ライザは楽曲の再生中にその波形や周波数ごとのパワーなどに基づいて，幾何学図形

モバイル機器の小さな画面や音楽ダウンロードサイトでもユーザはアイコンを見るだけで曲

のようなアニメーションを表示する．場合によっては，その表示内容をキーボードな

調を判断しながら楽曲ブラウジングを行うことができる．本論文では，この DynamicIcon

どを押してリアルタイムに変化さえることもでき，そのビートに同期したアニメー

を使ったミュージックブラウザを，モバイル機器を想定した 4.5 インチのタッチパネルディ

ションが表示可能である．

スプレイ上に実装し，ユーザ評価を行った結果を示す．
以下，2 章では関連研究について述べる．3 章では提案手法 DynamicIcon について，4 章
1 NET JUKE. http://www.sony.jp/netjuke/
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2 iTunes は米国および他の国々で登録された Apple Computer, Inc. の商標．
http://www.apple.com/jp/itunes/download/
3 Windows Media Player は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または
商標．http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/default.mspx
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楽曲単位の可視化

情報が拡大表示される．

文献 3) では，楽曲を任意の 3 色で表現する手法を提案している．この手法は楽曲か

文献 13) では，コード進行に基づく楽曲クラスタリングの可視化手法を提案してい

ら受ける印象の時系列変化に対応している．被験者が，ある楽曲内で，曲調が変化し

る．従来のコード進行の分析手法に加え，近親調などの基本的な音楽理論を導入し，

たと感じた場所で楽曲を区切り，その区間の印象を評価する．その後，その評価結果

流行や作風を左右する定型的なコード進行の発見を重視している．楽曲に対応したア

と「楽曲と配色間の共通印象を介したメディア変換モデル」を使用して，感覚的な一

イコンの色を，各楽曲のメタ情報（リスナ名，アーティスト名，発売年）に基づいて

致度の高い楽曲と配色の組合せを実現している．

選択的に割り当て，クラスタリング結果とアイコンの色分布から，コード進行と各メ

MusicIcons

4)

は，花の形を模したアイコンの花びらの数や形などのパラメトリック

に操作できる幾何学情報を，音楽解析情報である MFCC（Mel-Frequency Cepstrum

これらの関連研究のうち楽曲のブラウジングを目的としているのは，
「( 3 ) 楽曲単位の可

Coeﬃcient）のパラメータに対応付ける．この対応付けは，ニューラルネットワーク

視化」と「( 4 ) 楽曲どうしの関連性の可視化」に分類されるものである．しかし「( 4 ) 楽曲

を使い，ユーザによるアイコンと楽曲の対応付けを学習することにより，自動的に行

どうしの関連性の可視化」は，その GUI を表示するのにある程度の画面サイズが必要にな

われる．

るため，特にモバイル機器には不向きである．

MIST 2) も楽曲にアイコンを自動付与する手法である．あらかじめアイコンとして

一方「( 3 ) 楽曲単位の可視化」は，個々のアイコンあるいはサムネイルのサイズが小さ

用いる画像を用意し，楽曲と画像の印象を学習結果に基づき推定し，各楽曲に対して

いため，PC だけでなくモバイル機器においても有効である．また音楽ダウンロードサイト

印象が近い画像を自動選択する．さらに階層型データ可視化手法「平安京ビュー」10)

においても，多数の楽曲を 1 画面に表示できる点で有効である．操作方法については，楽

を用いて，多数のフォルダにまたがって保存されている大量の楽曲の一覧表示を可能

曲に対応する各アイコンあるいはサムネイルを選択するだけなので容易であり，特にモバ
イル機器における操作として向いている．そこで本論文では，この「( 3 ) 楽曲単位の可視

にする．

MusicThumbnailer 5) は，音楽解析情報を使って楽曲単位にサムネイルを自動生

(4)

タ情報の相関を見てとることができる．

化」に分類される，楽曲に対応した動的アイコンの自動生成手法 DynamicIcon を提案する．

成する．このサムネイルは，多次元の音楽解析情報を低次元化し，記憶性，表現力，

DynamicIcon が従来の楽曲単位の可視化と異なるのは，静止したアイコンやサムネイルで

区別性の 3 つの評価基準に基づくコストが最小化されるように設計されている．

はなく，動くアイコンを自動生成することで，静止画に比べてより多くの情報量を直感的に

楽曲どうしの関連性の可視化

表現できる点にある．

Musicream

11)

は，楽曲との能動的で多様な出会い方を可能にする総合的な音楽イン

タフェースである．楽曲に対応した円盤が画面の上から下に流れ，そこから任意の曲

3. 提 案 手 法

を選択して再生できる．その楽曲が気に入ったら，流れている他の曲と接触させるこ

3.1 DynamicIcon の設計指針

とで，雰囲気の似た曲だけを選択的に次々に接着し集められる．楽曲の特性に円盤の

楽曲ブラウジングにおいてユーザがアイコンから得たい情報は，既存のメタ情報（ジャン

色を対応させたり，類似曲を接着させて表示したりすることで楽曲の関連性を可視化

ル名，アーティスト名，アルバム名，曲名など）では得られない情報であると考えられる．

している．

たとえば従来の音楽プレーヤや音楽ダウンロードサイトでは，階層化されたメタ情報を次々

MusicRainbow

12)

は，音響信号の類似度と Web による自動ラベリングを用いた

に選択していき，最下層で曲を選択するのが一般的である．このような場合，階層遷移の途

アーティスト発見インタフェースである．音響信号に基づくアーティスト間の類似度

中で得られたメタ情報は，最下層における選曲時にはユーザに既知の情報である．よって，

に加え，Web に基づいて自動ラベリングされたアーティストの属性を，円形のレイ

それらの既知の情報をアイコンとして可視化するよりも，「曲調の違い」のような，より詳

ンボーの上に表示する．円にはジャンルやアーティストなどが表示され，類似した

細な楽曲の違いを表現し選曲に役立てることが重要である．

アーティストは近くに配置される．円を回すことで，フォーカスされたアーティスト
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曲調をアイコンで可視化することを考えると，楽曲ブラウジングという操作の性質上，類
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図 1 DynamicIcon（矢印は時間変化を表す）
Fig. 1 DynamicIcon (Arrows represent time flow).

似した曲は類似したアイコンで表現されるという「アイコンの類似性」と，曲どうしの異な

般的に楽曲の印象を決めるといわれているサビ区間を可視化することにする．

る側面が表現されるという「アイコンの相違性」の両立が望まれる．このような場合，楽曲

3.1.2 アイコンの類似性と相違性の両立

の特徴量とアイコンの構成要素を明示的に対応させるような可視化方法を用いれば，楽曲ど

DynamicIcon では，類似性を高めるために，アイコンの色でアイコンをクラスタ化し，さ

うしが類似あるいは相違する特徴量とその度合いが分かりやすく表現できることが期待で

らに相違性を高めるために，その他の可視化要素で階層的に各クラスタのバリエーションを

きる．また，特徴量の識別性が高い可視化方法を用いれば，アイコンの種類ではなく特徴

増やすことを考える．こうすることで，たとえば 2 階層の可視化要素でアイコンを構成する

量と可視化要素の対応だけを覚えることにより，結果的に多くの曲調を識別できる可能性が

場合，上位階層の種類を a 個，下位階層の種類を b 個とすると，最終的に生成されるアイ

ある．

コンの種類は a × b 個であるが，覚えるべき可視化ルールは a + b 個だけになり，ユーザへ

本論文ではこれらの点をふまえて，図 1 に示すように，配色，色数，動きの要素を使っ

の負荷を軽減させることができる．

て曲調を可視化し楽曲ブラウジングに役立てられる DynamicIcon を自動生成する手法を提

3.2 DynamicIcon の生成方法

案する．以下，設計指針の詳細を述べる．

以下では，前述の設計方針に基づく具体的なアイコンの生成手法について述べる．

3.1.1 曲調の識別性

3.2.1 音響特徴量の抽出

DynamicIcon では，曲調の違いを表現するために重要であると考えられる，以下の特徴

まず，各楽曲の音響信号を解析して，複数の区間（セグメント）に分割しサビ区間を検出

量を可視化する．

する．このセグメンテーションと音響信号解析には MATLAB MIR Tool Kit 1) を用いた．

(1)

メジャーコード占有時間とマイナーコード占有時間の割合

具体的には，mirsegment() 関数を使って楽曲を複数のセグメントに分割した後，各セグメ

(2)

大音量占有時間と小音量占有時間の割合

ントについて特徴量抽出のための関数をそれぞれ用い表 1 のように特徴量を抽出した．ま

(3)

テンポ

た，サビ区間検出については SmartMusicKIOSK 6) の手法を考慮し，各セグメントの時間

(4)

音数（オンセット数）

と自己相似度に基づいてサビ区間を設定した．

(5)

ビート（低周波数帯域のパワー）

(6)

周波数帯域ごとのパワー

DynamicIcon は図 1 のように上部のグラデーション部と下部のカラーバー部からなる．

このうち ( 1 )〜( 4 ) をアイコンの配色や色数，( 5 ) と ( 6 ) は従来のビジュアライザのよ
また，楽曲において可視化する再生区間の選定も曲調の識別には重要である．そこで Dy-

namicIcon では，上記 ( 1 )〜( 6 ) のうち時間軸方向に変化のある ( 5 ) と ( 6 ) について，一

Vol. 51

以下，アイコンの構成と音楽解析情報の対応を示す．

(1)

うに「動き」に対応させる．

情報処理学会論文誌
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グラデーション部

ビートの強さとタイミングを示す．具体的には，楽曲の低周波数帯域のパワーエンベロー
プに同期して，ピークメータのように矩形を 10 段階に表示させて動く．
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表 1 セグメントデータ
Table 1 Segment datasets.
セグメント ID
開始時刻（秒）
終了時刻（秒）
コード
テンポ（BPM）
オンセット数
最大音量レベル

(2)

1
0
2.5398
Minor
178.59
10
0.15511

2
2.5398
4.4319
Major
187.93
9
0.1768

3
4.4319
7.6677
Major
90.716
10
0.14898

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

カラーバー部

コードやテンポ，音量から決定される配色クラスタ，色数，動きから構成される．

(a)

配色クラスタ

アイコンに用いる色は，「従来手法は 1 楽曲に対して 1 色を関係付けていることがほと
んどだが，直感的には一致しないことが多い」3) という単色アイコンの問題を解決する

図 2 配色クラスタ
Fig. 2 Color scheme clusters.

ために，単色ではなく複数の色を用いることを前提にする．
図 2 に示すように，各楽曲のテンポと音量（縦軸），マイナーコード占有時間およびメ
ジャーコード占有時間の割合（横軸）を考慮して，アイコンに使用する配色パターンを

(b)

色数

3 × 3 の 9 クラスタに分類する．ここで，クラスタ数がより少ない方がユーザが配色パ

前述の配色クラスタにおける色数（2〜10 色の 9 通り）を，楽曲全体におけるオンセッ

ターンを記憶しやすいのは明らかであるが，仮に 2 × 2 の 4 クラスタを定義した場合，

ト数に対応させる．こうすることで，アイコンの種類は前述の配色クラスタだけで 9 種

各軸の数値が 1 つ違うだけで極端に相対する配色パターンに分類されるのを防ぐため

類，さらに色数を考慮すると 81 種類のバリエーションを生成することができる．具体

に各軸を 3 つに分けている．クラスタ分類方法は以下のように定式化している：

的には以下のように定式化する．

chord = (1 − timemin )/timetr ∗ 100

(1)

tempo = tempotr ∗ (1.0 − (timelow /timetr ))

(2)

color = ((onsets/time)/onsetsmax ) ∗ 10 （1 以下の場合は 2 に繰り上げ）(3)
式 (3) の onsets は各楽曲のオンセット数，time は各楽曲の再生時間，onsetsmax は

式 (1) の timemin は各楽曲のマイナーコード占有時間，timetr は各楽曲の再生時間，

全楽曲における単位時間あたりのオンセット数の最大値である．オンセット数は楽曲に

式 (2) の tempotr は各楽曲のセグメントごとのテンポの平均，timelow は各楽曲の小

おける音数におおよそ比例するため，たとえば同じクラシック曲でもオーケストラの演

音量占有時間であり，表 1 の最大音量レベルが 0.5 以下のセグメントの再生時間の和と

奏とピアノだけの演奏では違いが明確に表現される．ただし，音数を正確に解析するの

している．テンポの近い楽曲でもその音量が認識できない程度まで小さいとテンポがあ

は困難であるため，本論文ではオンセット数の解析結果を利用する．各色数の色の組合

る印象を受けないため，ここでは小音量占有時間に反比例するようにテンポの値を設定

せは，図 2 に示す各配色クラスタの最大 10 色の左側から，指定された色数分を取得す

することにした．また各クラスタの境界値については，横軸 chord は値域 0〜100 を 3

ることにした．

等分，縦軸 tempo は最大値が存在しないため値を 60 ごとに設定した．各クラスタの配

(c)

動き

色は，隣接する色どうしの識別性，複数色並べたときの色調のバランス，該当する楽曲

各アイコンは従来のビジュアライザのように音響信号の各周波数のパワーの揺れに同期

のイメージなどを考慮して独自に定義した．

して，カラーバー部の色の面積比を横方向に変えながら動く（図 1）．ただし，全周波

情報処理学会論文誌

Vol. 51

No. 5

1283–1293 (May 2010)

c 2010 Information Processing Society of Japan


1288

DynamicIcon：楽曲の音響的特徴に基づく動的アイコンの自動生成手法

数をそれぞれ表現することはアイコン上では難しいため，可聴帯域に対してフィルタバ
ンク処理を行い，前述の色数と同じ数だけのバンクに分ける．その後，各バンクのパ
ワーをあらかじめ抽出して保存しておき，これをアニメーション時に読み出すことで，
アイコンの各色の幅を各バンクの音響信号のパワーの強さに対応させる．これにより，
低音が強ければアイコン内の左側の色が太く，高音が強ければ右側の色が太く表示され
ることになる．
各アイコンが「動き」によって可視化する再生区間は，対応する楽曲の再生状態によ

図 3 実装したミュージックブラウザの外観
Fig. 3 Overview of music browser using DynamicIcon.

り定義される．再生中の楽曲に対応するアイコンは，従来のビジュアライザと同様に再
生箇所の音響データに同期して動く．これにより，ユーザに再生中のアイコンの動きを

表 2 デバイスの主な仕様
Table 2 Device specification.

曲を聞きながら確認させることで，アイコンの特徴と曲の音響的特徴の対応を自然に理
解させる．一方，再生していない楽曲に対応するアイコンは，各楽曲のサビ区間の音響

項目

データに同期した動きを繰り返す．サビ区間は楽曲全体の構造の中で一番盛り上がる主

CPU
メインメモリー
グラフィック
アクセラレータ
液晶サイズ
画面解像度

題の部分であり，楽曲中で最も多く繰り返され印象に残る．よって，可視化する区間を
サビ区間に限定することで，より短いアニメーションループで端的に楽曲を識別させる
ことができると考えられる．

4. 実

仕様
1.20 GHz
1 GB
インテル グラフィックス・
メディア・アクセラレータ 950
4.5 型ワイド
1,024×600

装

本章では，DynamicIcon よる楽曲ブラウジングの有用性を示すために実装したミュージッ
クブラウザ（図 3）について述べる．

4.3 アプリケーション
ソフトウェア開発言語は C++，描画ライブラリは OpenGL を使用した．アプリケーショ

4.1 事 前 処 理

ンの GUI は，図 3 に示すように，上からインジケータ領域，アルバム表示領域，曲表示領

アイコンの生成に必要な音響情報を事前に解析する．MATLAB MIR Tool Kit を用いた

域，画面切替領域から構成される．インジケータ領域には，再生中の楽曲の曲名およびアー

今回の実装では，各楽曲の解析時間はその再生時間にほぼ等しい．各楽曲のデータサイズ

ティスト名と，再生/一時停止ボタンを表示する．アルバム表示領域には，再生中の楽曲の

は，MATLAB MIR Tool Kit で得られたパワー情報から，最終的にアニメーションで用い

ジャケット写真，アルバム名，アーティスト名を表示する．曲表示領域には DynamicIcon

る情報を抽出したサイズに縮小される．具体的には，元々サンプリングレート 44,100 Hz で

と曲名の対を 1 度に 5 曲分表示する．6 曲以上楽曲がある場合は，曲表示領域をドラッグす

解析されたデータのうち，実際にアニメーションに用いるデータはフレームレートを 30 fps

ることによりスクロールして表示できる．この GUI を前節で示したタッチパネルディスプ

とした場合，約 0.06%まで縮小される．たとえば 4 分（MP3 でサイズ 3.5 MByte）の楽曲

レイに表示して操作する．

の場合，もとは 30 MByte の解析データが 20 KByte まで縮小される．

4.2 デ バ イ ス
実装には，抵抗膜感圧タイプのタッチパネルディスプレイを搭載する小型 PC「VAIO type

U VGN-UX71」を用いた．このデバイスの主な仕様を表 2 に示す．

5. 評

価

5.1 評 価 方 法
DynamicIcon による楽曲ブラウジングの操作性を評価するために，前述のミュージック
ブラウザを用いて，選曲操作における選曲時間と試聴回数の測定とアンケート形式による主
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図 4 ミュージックブラウザの GUI
Fig. 4 GUIs of music browser.

観評価を行った．特に，従来手法と DynamicIcon との操作性の違いを比較するために，以

DynamicIcon で可視化する音響特徴量のうち，動的可視化要素である以下の特徴量

下の 5 つの表示方式を用いて評価した．

を数値で示し，アイコンは静止させる表示方式．

(5) ビート（低周波数帯域のパワー）を 0〜9 の値で示したもの

表示方式

4.3 節で示した曲表示領域において，同一コンテンツを以下 (A)〜(E) の 5 つの方式で

(6) 各周波数帯域のパワーを 0〜9 の値で示したもの

表示できるようにした．

本表示方式におけるアイコンは，動的要素が考慮されないため初期化時に決定した配

(A) 従来表示（図 4 (A)）

色クラスタと色数で構成され，各色は等幅に表示される．

従来のポータブルオーディオプレーヤの GUI に近い表示方式．曲表示領域には曲名

(D) DynamicIcon（ソートなし）（図 4 (D)）
DynamicIcon を用いる表示方式．

のみ表示する．

(B) 数値表示（図 4 (B)）

(E) DynamicIcon（ソートあり）（図 4 (E)）

DynamicIcon で可視化する音響特徴量のうち，以下を数値で示す表示方式．

(D) に加え曲順を配色クラスタでソートし，さらに同一クラスタ内は色数の多い順に

(1) マイナーコード占有時間の割合（%）

ソートする．アイコンを複数個並べた場合，アニメーションによる動的可視化要素は

(2) 小音量占有時間の割合（%）

配色による静的可視化要素よりも比較しにくいため，共通の静的可視化要素を隣接さ

(3) テンポの平均値

せて配置することで，動的可視化要素の差分を比較しやすくする．また，テンポの速

(4) オンセット数の平均値

さとマイナーコード占有率を比べた場合，一般的にテンポの方が違いを判断しやすい

(5) ビート（低周波数帯域のパワー）を 0〜9 の値で示したもの

ため，ソート全体の上方ほどテンポの速い曲になるように配色クラスタの 0〜8 の順

(6) 各周波数帯域のパワーを 0〜9 の値で示したもの
(C) 静止アイコン（図 4 (C)）

情報処理学会論文誌
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表 3 アンケート項目
Table 3 Questionnaire items.

表 4 選曲操作の測定結果（平均値）
Table 4 Experimental results on music choice (Average).

1 (A)〜(E) について，選曲のしやすさを評価してください．
5：選曲しやすかった ⇔ 1：選曲しにくかった
2 (B)〜(E) それぞれにおいて，曲調（明るさ，テンポの速度，ビートの有無，音数の多さ）を識別できましたか？
5：できた ⇔ 1：できなかった
3 (C)〜(E) それぞれにおいて，アイコン間の差分は識別できましたか？
5：できた ⇔ 1：できなかった

図 5 選曲操作の測定結果（線分は標準偏差を表す）
Fig. 5 Experimental results on music choice (Vertical lines represent each standard deviation).

曲のサビからとした．また被験者が評価楽曲の曲名を既知の場合，選曲時間が極端に

表示方式

(A) 従来表示
(B) 数値表示
(C) 静止アイコン
(D) DynamicIcon（ソートなし）
(E) DynamicIcon（ソートあり）

選曲時間

試聴回数

147
88
69
73
43

14
10
8
9
6

秒
秒
秒
秒
秒

回
回
回
回
回

図 6 アンケート結果（線分は標準偏差を表す）
Fig. 6 Questionnaire results (Vertical lines represent each standard deviation).

評価に用いた楽曲

短くなってしまう可能性を考慮し，曲名の表示内容は「track1」のように曲番号だけと

本論文では，同一アーティストの同一アルバムに収録された，同一ジャンルの楽曲群に

した．

おける DynamicIcon の有効性を評価する．今回の評価には，宇多田ヒカルのアルバム

被験者

「Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1」に収録された R&B の楽曲全 15 曲

専門的な音楽知識のない，20 代後半から 30 代後半までの男女 20 名．
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表 5 アンケート結果（平均値）
Table 5 Questionnaire results (Average).
表示方式

(A) 従来表示
(B) 数値表示
(C) 静止アイコン
(D) DynamicIcon（ソートなし）
(E) DynamicIcon（ソートあり）

ることが分かった．このことから，本方式は選曲コスト（選曲時間と試聴回数）を削減さ

質問 1

質問 2

質問 3

1.8
2.3
3.3
3.2
4.6

—
2.00
3.20
3.75
4.15

—
—
3.2
3.4
4.0

せ，かつ，主観的な使いやすさを向上させたことが分かる．
次に，同じ情報を数値で表した B では，A–B 間には選曲時間（2.80，0.0011，1%）と試
聴回数（2.05，0.053，6%）ともに有意差があったが，質問 1「選曲のしやすさ」には有意
差はなかった．このことから，このような音響特徴量を数値で表す方式は選曲コストは削減
できるが，主観的な使いやすさを向上させることは難しいことが分かる．

B–C 間を比較すると，選曲時間と試聴回数に有意差はなかったが，質問 1「選曲のしやす
評価プロセス

（−3.48，0.002，1%）には有意差があっ
さ」
（−2.81，0.011，2%）と質問 2「曲調の識別」

ステップ 1

た．このことから，本方式の静的可視化要素である配色と色数は，数値表示に比べ曲調の識

前述のアルバムに含まれる楽曲群からランダムに選出された 1 曲（以下，探索曲と呼

別に有効であり，かつ，主観的な使いやすさを向上させたことが分かる．
同様に，B–D 間を比較すると，選曲時間と試聴回数に有意差はなく，質問 1「選曲のしや

ぶ）のサビ区間を被験者に聞かせる．
ステップ 2

すさ」（−2.82，0.011，2%）と質問 2「曲調の識別」（−5.28，4.27E-05，1%）には有意差

この楽曲群が表示された 4.3 節のミュージックブラウザから，探索曲を被験者が探し

があった．このことから，静的可視化要素に動的可視化要素を加えた本方式は，数値表示に

当てるまでに必要とした時間（選曲時間）と再生曲の切替え回数（試聴回数）を測定

比べ曲調の識別に有効であり，かつ，主観的な使いやすさを向上させたことが分かる．

6.2 本方式（C，D，E）間の比較

する．
以上のプロセスを表示方式 (A)〜(E) で行う．表示方式 (A)〜(E) の測定順序は全被験
者で異なるようにする．また，各表示方式における曲の表示順序も (E) 以外は全被験
者で異なるようにランダムにする．最後に，全表示方式による測定の後，アンケート形
式による主観評価を行う．表 3 にアンケート項目を示す．

5.2 評 価 結 果

まず C と D を比較する．動的可視化要素は静的可視化要素に比べて動的要素を認識する
必要があり認識時間がかかるため，特に選曲時間については C よりも D の方が長くなりや
すい．しかし，C–D 間には選曲時間と試聴回数ともに有意差はなかった．また，質問 1「選

選曲操作の測定結果（選曲時間，試聴回数）を図 5 と表 4 に，アンケート結果を図 6 と
表 5 に示す．

6. 議

次に，本論文で提案するアイコンを用いた選曲方法について，C，D，E の結果を用いて
議論する．

曲のしやすさ」は C–D 間に有意差はなく，質問 2「曲調の識別」には有意差があり D が有
効であった（−2.46，0.006，1%）．このことから，動的可視化要素を静的可視化要素に加え
ることは，曲調の識別には効果的であり，選曲コストを増やしたり，主観的な使いやすさを

論

損ねたりすることはないことが分かった．

図 5 の測定結果を見ると，大まかに本方式をベースにした表示方式 C，D，E は従来方

D–E 間を比較すると，選曲時間（4.23，0.004，1%）と試聴回数（1.95，0.067，7%）と

式 A よりも選曲時間が短く，さらに試聴回数も少ないことが分かる．以下，測定結果を基

もに有意差があり E が有効であることが分かった．D よりも E の方が選曲時間が短く，試

に議論する．

聴回数が少ない理由としては，静的可視化要素の配色クラスタが同じアイコンを隣接させ

6.1 従来方式との比較

ることにより，アイコンの類似性を利用して選曲対象となるアイコンを絞り込み，同じ配

まず，従来方式 A と本方式 C，D，E，および数値表示方式 B を比較する．

色クラスタ内の動的可視化要素による差分を比較しやすくなったことが考えられる．また，

1

A–E 間には，選曲時間（4.54，0.0002，1%） ，試聴回数（3.60，0.0019，1%），質問 1
「選曲のしやすさ」（−10.54，2.25E-09，1%）に有意差があり E の方が A よりも有効であ
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1 以下，（t 値，P 値，有意水準）の順で t 検定の結果を記述する．

c 2010 Information Processing Society of Japan


1292

DynamicIcon：楽曲の音響的特徴に基づく動的アイコンの自動生成手法

質問 2「曲調の識別」
（−2.63，0.016，2%），質問 3「アイコンの識別」
（−2.98，1.40E-06，

クブラウザでは，同じアルバムや同じプレイリストなど，同一リスト内に類似する音響

1%）ではともに D–E 間に有意差があり E が有効であった．このことから，アイコン単体

的特徴を持つ曲が複数曲存在することが起こりうる．そのようなとき，リスト内で類似

の可視化方法は同じでも，その並べ方により，より効果が上がることが分かった．加えて，

曲間の音響的特徴の差がより分かりやすくなるように，必要に応じてアイコンの各可視

質問 1「選曲のしやすさ」においても D–E 間に有意差があり（−6.90，0.007，1%）E が有

化要素の表現を相対的に定義することが考えられる．

• ビートの可視化方法の改善

効であった．

C–E 間には選曲時間（2.42，0.025，3%）と試聴回数（1.95，0.067，7%）ともに有意差

本論文では，低周波数帯域のパワーエンベロープをそのまま可視化していたが，ビート

（−6.29，4.81E-06，1%），質問 2「曲調の識
があった．さらに，質問 1「選曲のしやすさ」

の特性をより分かりやすく可視化することで，選曲の効率を向上させられる可能性があ

別」（−4.79，0.001，1%），質問 3「アイコンの識別」（−3.39，0.003，1%）においても有

る．たとえば，ビートを波で表現するような場合，歯切れのよいビートは角のある直線

意差があった．このことから，E は C よりも選曲コストを削減でき，曲調の識別，アイコ

的な形状で，歯切れのないビートは角の丸いなだらかな形状で表現することなどが考え

ンの識別，主観的な使いやすさを向上させることが可能であると考えられる．

られる．

以上をまとめると，従来方式に比べて曲調を配色や色数など静的可視化要素を用いて可視
化する手法は選曲に有効であり，さらにアイコンに動的可視化要素を加える本方式は，選曲
コストを増やすことなく曲調の識別に有効であることが分かった．また，アイコンの類似性

8. ま と め
本論文では，より直感的な楽曲ブラウジングを実現するために，楽曲の曲調を「動き」

を静的可視化要素（配色，色数）のソートで強調することにより，動的可視化要素による相

によって表現するアイコン DynamicIcon を提案した．また，この DynamicIcon を使った

違性が認識しやすくなり，選曲コストを削減できることが分かった．

ミュージックブラウザをモバイル機器を想定した 4.5 インチのタッチパネルディスプレイ上

7. 今後の課題

に実装し，ユーザ評価を行った．この評価結果とその分析から，曲調を「配色」や「色数」

今回の評価では，DynamicIcon の有効性について良好な結果が得られたが，改善の余地

視化要素を加えた DynamicIcon は，それらを比較しやすくレイアウトすることによって，

など静的可視化要素を用いて可視化する手法は選曲に有効であり，さらにアイコンに動的可

も見出された．以下に今後の課題を示す．

• 楽曲量による動的・静的可視化要素の有用性の検証
5 章の評価のように既知の楽曲を 1 つのアルバムから探す場合は，アイコンの動的可視
化要素から時間をかけて曲調を識別するよりも，静的可視化要素だけで当たりをつけ，
数曲まで絞り込んでから試聴する方が有用性が高いことが考えられる．しかし，未知楽
曲を大量の楽曲群から探すような場合は，後者の方法では絞り込める楽曲数が多くなり
やすく，結果的に試聴に時間がかかることが考えられる．このような，楽曲量と動的・
静的可視化要素の有用性の関係について検証し，楽曲量に適したアイコンを検討する必
要がある．

• 同一リスト内の曲の相対的な表現
DynamicIcon では，可視化要素のうち配色と動きについては，各曲の音楽解析情報か
ら定義した一定の可視化方法で表現した．ただし色数については，同一リスト内でオン
セット数が最大の曲の色数が 10 色になるように相対的に定義した．実際のミュージッ

情報処理学会論文誌

Vol. 51

No. 5

1283–1293 (May 2010)

静止画アイコン以上の選曲効率を示すことができた．今後の課題としては，7 章で述べたと
おり動的可視化要素を改善することで，選曲効率の向上を図る予定である．
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