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様々な音楽ジャンルにおける
リズムパターンのグルーヴ可視化
芳賀 直樹1,a)

中山 雅紀1,b)

藤代 一成1,c)

概要：グルーヴとは, 演奏における音のうねりやノリのよさ, 感情の起伏や一体感などを包括する大局的な
音楽特徴のひとつである. よい演奏には不可欠の要素とされるものの, 自在にグルーヴを表現するためには
多くの音楽経験を積む必要がある. 本稿では, 様々な音楽ジャンルにおけるグルーヴを, 可視化を用いるこ
とによって効率的に学習させる環境を提案する. 具体的には, 我々が過去に提案したグルーヴの視覚マッピ
ング法を拡張し, 音楽ジャンルとリズムに関する好みをユーザが設定することによって多様な音楽データ
におけるグルーヴの可視化を実現するシステム SeeGroove を開発した.
キーワード：音楽可視化, グルーヴ, MIDI, 超楕円体, ストロボ写真.

Visualizing Groove from Rhythm Patterns of
Various Music Genres
Abstract: “Groove” is a global musical feature which generalizes surge of a sound, sense of propulsive
rhythmic feel, emotional ups and downs, and togetherness. Groove is an essential element to give a good
performance, though it is claimed that some degree of musical expertise is needed for expression of groove
at will. In this article, we propose a visualization environment that allows performers to eﬃciently realize
groove in various music genres. Speciﬁcally, we extended our previous method for visual mapping of groove to
propose a general visualization framework called SeeGroove. For a music genre and taste in rhythm speciﬁed
by a user, the system can eﬀectively visualize groove embedded in various music performance data.
Keywords: Music visualization, groove, MIDI, superellipsoid, stroboscopic photography.

1. 背景と目的

握しやすくすることにある. 本研究では, 数ある音楽特徴
のなかから, グルーヴ (groove) に着目する. グルーヴは音

ある楽曲の全容を把握するには実際に音を耳で聴く必要

楽演奏における「ノリ」の上位概念であり, リズムの魅力

があるが, 音楽経験の有無などにより, 得られる情報量に

に関わる様々な要素から構成される. 狭義にはポピュラー

は個人差が生じる. 一方で, 楽譜や演奏の様子などから, 視

音楽全般で用いられる概念であるが, 広義にはあらゆる音

覚を通じて受け取ることのできる音楽情報もある. しかし,

楽におけるリズムの心地よさを意味するものである.

正確な読譜や演奏分析を行うには相当量の専門知識と経験

我々が過去に提案したグルーヴの可視化手法 [1][2] は, グ

が必要であり, 聴覚を通じて受け取られる音楽情報と同様,

ルーヴに関係するいくつかの音楽パラメータを超楕円体

得られる情報量は人によって変わる.

のパラメータにマッピングし, ポップスの単純なリズムパ

音楽可視化の意義は, 音を形状や色にマッピングして対

ターンからアニメーションや静止画を生成するというもの

応する画像を生成することで, 楽曲の構造や特徴をより把

であった. 聴覚と視覚を組み合わせることで, 習得が困難
とされるグルーヴ感をユーザが効率的に養えるようにする
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ことを目的とした. 本稿ではこの手法に基づき, 可視化対
象とするリズムパターンをより幅広いジャンルに拡張させ
たシステム SeeGroove を提案する.
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本稿の構成は以下のとおりである. 次節で関連研究を紹

る人工ドラマーを提案している.

介する. 第 3 節では提案システム SeeGroove について概説

奥平ら [5] は, プロのドラム奏者が叩き分けた様々なデー

し, 第 4 節ではシステムのアルゴリズムに関して詳細を述

タにおいて, バスドラム, スネアドラム, ハイハットシンバ

べる. 第 5 節で可視化結果とそれに関する考察を記し, 第 6

ルの打点時刻と音量を測定して, タイトとルーズ 2 つのグ

節で本稿をまとめ, 今後の課題に言及する.

ルーヴ感との関連を定量的に分析し, 分析結果を踏まえて

2. 関連研究

ドラム演奏生成システム Grooveedit を実装した. このシス
テムにおいては, テンポや強弱, 演奏のグルーヴ感の指定に

ACM, IEEE, ICMC の Digital Library, および情報処理

加えて, 意図的に不正確さを加えることで人間らしさを再

学会電子図書館において, 2003 年から 2013 年の間に発表

現するヒューマナイズ機能やゴーストノート*1 を付加する

されたグルーヴに関連する研究を調査した. 収集した論文

機能を実現している.

を, 独自に設定した 3 つのカテゴリに大別し, さらに各々に
属する合計 11 の小カテゴリに分類した (図 1). 以下, 代表

2.3 リズム・ビートと感情表現

的な研究をカテゴリごとに 1, 2 例ずつ紹介する.

Livingstone ら [8] は, 被験者らによるテストを通して感
情の幸福度および強さと, 各音楽表現がどのように対応
しているかを分析し, 楽譜と音源の双方に修正を加える
ことができるシステム CMERS (a Computational Music

Emotion Rule System) を提案した. システムの評価実験と
して, CMERS を用いて著名なクラシック曲の MIDI デー
タに, 幸せ, 怒り, 悲しみ, 安らぎ, いずれかの感情をもたせ
るような修正を加え, 聴き手に与える印象がどの程度変化
するかを検証している. 結果として, 幸福度, 強さともに,
それぞれの感情の方向へ十分に修正できていることが実証
されている.
図 1 グルーヴを扱った音楽情報処理研究の分類

2.4 本研究の新規性
本文献調査を通じて, グルーヴを取り扱う音楽情報処理
研究は数多く存在するものの, グルーヴに着目した音楽可

2.1 音楽データをもとにグルーヴを解析

視化というものはほとんど研究されていないことがわかっ

Ohya ら [3] は, グルーヴが打点のずれ方によって形成さ

た. Foote ら [9] により提案された, 自己相似性を利用した

れると定義し, 短時間フーリエ変換と非負値行列因子分解

楽曲の構造可視化のように, グルーヴを少し見てとること

を併用することにより, ドラム音源を楽器音ごとに分離し

ができる可視化手法も存在したが, 音楽に関する専門知識

て打点を抽出する手法を提案した. 提案手法の有効性を示

を前提としているものばかりであった.

す一例として, 分離されたハイハットシンバルのベクトル

我々はこれまでに, 演奏者の支援を目的とし, 音楽的な経

から打点を抽出し, 等拍で演奏した場合とのずれを可視化

験が浅いユーザであっても直感的にグルーヴの程度を把握

している. 出力画像から, 前半部はリズムに波をつけて演奏

できるような可視化手法の確立を目指して研究を進めてき

しているのに対し, 後半部は等拍に近い打点でビートを刻

た. しかし, 過去の提案手法 [1][2] においては, グルーヴの

んでいることが見てとれる. この打点タイミングの変化は,

サンプルとして用いた MIDI データがごく少数であり, 極

ハイハットの叩き方がオープンを交えたものからクローズ

めて単純なポップスのリズムパターンしか可視化すること

になったことを示しており, 前半と後半で異なったグルー

ができなかった. 本稿では, 様々な音楽ジャンルにおける

ヴを形成しているということが把握できる.

リズムパターンをサンプルとすることによって可視化でき
るデータの幅を広げ, さらにユーザの好みに応じてグルー

2.2 グルーヴのある音楽生成
Tidemann ら [4] は, グルーヴが打点ごとの音の強度, ド

ヴを微調整できる機能を付加することによって一般性を高
めたシステムである SeeGroove を提案する.

ラマーの腕の動きによって形成されると定義した. 教師付
時系列学習システムのひとつであるエコーステートネット
ワークを用いて, ドラマーの動きを学習するモーターシス
テム, 打ち方の個性を学習するサウンドシステムをそれぞ
れ実装することで, 様々な音楽シーンで用いることができ
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*1

通常の打点と比較して, ひじょうに小さな音量で叩かれる音を指
す. グレースノートともよばれ, 他の音符を装飾することにより,
演奏における全体としてのノリに躍動感を加える役割をもつとさ
れる [6].
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3. SeeGroove
本システムを用いたグルーヴ把握は, 学習したいグルー
ヴの設定, 定義に基づいた入力データのグルーヴ評価, 評価
結果を用いたグルーヴ可視化の 3 ステップからなる. 以下,
各ステップに関して詳説する.

3.1 学習したいグルーヴの設定
まず, 可視化対象とする音楽データの制限に関して述べ,
その後に SeeGroove の GUI を紹介しつつ, ユーザが学習
したいグルーヴを設定する方法に関して説明を加える.

3.1.1 可視化対象
以下の 2 点を満たすデータを可視化対象とする.

• MIDI(Musical Instrument Digital Interface)
MIDI は, 音楽の演奏に関する情報を送受信するため
の代表的な通信プロトコルとして知られている. MIDI
データによって送られる情報は，実際の音ではなく音
楽の演奏情報である. たとえば, 小節や拍といった時間
軸方向に対して，どの鍵盤をどの程度の強さで押した
かという情報が音符ごとに記録されている. すなわち,
パラメータが音楽演奏表現に直結しているため, wave
や mp3 などの音声ファイルフォーマットと比べては
るかにグルーヴが抽出しやすいと考えられる.

図 2 SeeGroove の GUI

3.2 入力データのグルーヴ評価
グルーヴの評価にあたっては, 第 2 節で紹介した先行研
究を踏まえ, 様々なリズムパターンを構成する上で必須の
楽器であるハイハットシンバル, スネアドラム, バスドラム
に着目する. また, グルーヴを構成する音楽要素を, タイミ
ング, 強弱, ゴーストノートの 3 つであると定義する. ゴー
ストノートとは, 先述のとおり, 演奏の随所に挟まれるごく
小さな音のことであり, 演奏に躍動感を与える要素のひと
つである. 図 3 の赤丸で囲まれた部分は MIDI シーケンサ
上で表示したゴーストノートの一例である.

• 4 拍子の楽曲データにおけるドラムスのトラック
4 拍子は最もポピュラーな拍子であり, 大多数の曲に
用いられている. また, ドラムスはグルーヴと最も密
接な関わりをもつパートといえる. これらに焦点をあ
てることで, 解析を簡潔にする.

3.1.2 可視化対象とする音楽ジャンルの拡充
本稿における主題である, 様々な音楽ジャンルを可視化
するための機能について述べる. まず, ジャンルによって
表現すべきグルーヴは大きく異なる. また, 同一のジャン
ルにおいても, 強弱のつけ方や拍のタメ具合などには個人
の好みが存在する. 本システムでは, これらの要素をユー
ザがそれぞれ指定できるようにすることによって, 自分が
表現したいグルーヴ, ないしは学習したいグルーヴの編集
を可能にしている. これにより, ドラマーであれば自分の
演奏を MIDI 録音したデータ, その他のプレイヤーであれ
ば普段聴いている MIDI 音源のドラムデータなどと設定し
たグルーヴとの差異を可視化によって顕在化し, グルーヴ
感の会得に役立てることができる.
図 2 に SeeGroove の GUI を示す. まずユーザは音楽ジャ
ンルをひとつ選択することによって, 基本となるグルーヴ
を決定する. その後, 試聴しながら拍のタメ具合と強弱の
程度を微調整することによって, 学習したいグルーヴを設
定することができる. なお, 各ジャンルにおける基礎的リ
ズムパターンは, MIDI を用いた作曲に関する書籍 [7] を参
考にして作成されたものである.

c 2013 Information Processing Society of Japan

図 3

MIDI シーケンサで表示したゴーストノート

3.2.1 グルーヴの定量化
グルーヴを構成する上述の 3 要素と関わる MIDI パラ
メータは, 小節番号にあたる Measure, 時間の最小単位で
ある Tick, 音の強弱を表す Velocity の 3 つである. 評価の
基準としては, 3.1 項で紹介した方法にしたがってユーザが
設定したグルーヴ (以下, 基準グルーヴ) を用いる. 最小の
タイムステップは 16 分音符 (120Tick) 間隔とし, タイミン
グと強弱の良否を判定する. タイミングに関しては, 着目
している音符が Measure 内で発音を開始する Tick を抽出
し, 基準グルーヴの発音開始時間とのずれを算出する. 強
弱に関しては, 小節の第 1 拍目と着目している音符につい
て Velocity の比を算出し, 同様に基準グルーヴから算出さ
れた数値との差分を計算する. また, 音楽ジャンルによっ
て規定される特定の位置に存在し, 強弱比が閾値以下であ
るような音符をゴーストノートと判定する. 以上のプロセ
スを通してグルーヴを定量化し, 計算結果を統合してアニ
メーションを生成する.
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3.3 超楕円体を用いた 3D リアルタイム可視化
評価結果から 3D の動画像を作成する. 演奏に合わせて
変化させる超楕円体の概形を図 4 に示す.

4.1 MIDI パラメータの抽出と評価
入力データに関して, ユーザ指定の基準グルーヴをもと
に評価を行う.

( 1 ) 入力となる MIDI データを用意する.
( 2 ) MIDIData ライブラリ [11] を使用して, 入力データか
ら Measure, Tick, Velocity の 3 つのパラメータを抽出
する.
図 4

超楕円体の概形

アニメーションを生成する際には, タイミングと超楕円
体の形, 強弱と超楕円体の色をそれぞれ図 5 で示すように
対応付ける. 加えて, ゴーストノートが有効に用いられた

( 3 ) 各 Measure について, 16 分音符の長さにあたる 120Tick
間隔を 1 つのタイムステップとし, 各タイムステップ
における音符の有無をチェックする. 発音を開始する
音符が存在する場合は, それぞれ以下の操作を行う.

際は, ハイライトを一時的に大きくすることにより超楕円

( 4 ) 着目している音符の発音開始時間と, 基準グルーヴに

体がフラッシュするような効果を与える. なお, アニメー

おいてそれに対応する音符の発音開始時間とが何 Tick

ションがよりなめらかになるよう, タイムステップ間はモー

ずれているか差分をとる. １つのタイムステップに複

フィングとグラデーションを用いる.

数の音符がある場合は最もずれの大きい値を用いる.

( 5 ) 着目している音符と, その音符が属する Measure の第
1 拍目の音符との Velocity の比を算出し, 同様に差分
をとる. １つのタイムステップに複数の音符がある場
合は差分の合計を用いる.

( 6 ) ジャンルによって規定される特定の位置に存在し, 強
弱比が閾値を下回っているような音符をゴーストノー
トと判断する. 各タイムステップごとに, ゴーストノー
図 5

音楽パラメータと超楕円体パラメータの対応関係

トが存在すれば 1, しなければ 0 という値を与える.

( 7 ) それぞれの差分データ, およびゴーストノートの位置
3.4 ストロボ写真風静止画像化
前項の手法を用いた場合, 曲全体のグルーヴを俯瞰する

データを配列に格納する. 図 7 は, データ抽出, および
その評価を行った一例である.

ことはできない. そこで Woodring ら [10] のように, スト
ロボ写真の原理を利用する. 具体的には, 一定時間ごとに
アニメーションのスクリーンショットを撮影し, 位置を右
にずらしながら時系列順に重ねて表示することで, 1 曲分
のグルーヴを 1 枚の静止画像で表現する. なお, 重なりの
前後関係による情報量の偏りを少なくするため, 撮影した
各画像のアルファ値を減少させる.

4. アルゴリズム
本節では, SeeGroove に用いているアルゴリズムについ
て詳しく説明する. 図 6 は, 本研究で提案したシステムの
可視化パイプラインを示したものである. 以下, 各処理に
ついて詳細な説明を加える.

図 7

MIDI データの抽出とグルーヴの定量化

4.2 画像生成
得られたグルーヴ情報を, 超楕円体を用いた 3D アニメー
ションに反映させる方法を説明する. 加えて, アニメーショ
図 6

システムの可視化パイプライン

ンのスクリーンショットを用いてストロボ写真風の静止画
を作成する際の手順について述べる.
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4.2.1 超楕円体の 3D アニメーション

抜粋したものである. タイミングや強弱のつけかたにより,

( 1 ) 配列から, タイミング, 強弱, ゴーストノートの情報を

様々な画像が生成されていることが確認できる. なお, 左

それぞれ読み込む.

上の画像は, 楽曲中でゴーストノートが用いられた際の可

( 2 ) タイミングと形を対応させる. まず, 超楕円体の方程
式は式 (1) のように表現される.
2

2

e

2

(|x| e + |y| e ) n = 1 − |z| n

視化結果である.
図 9 は, MIDI データ (A)(B) それぞれを, テクノとヒッ
プホップ 2 つの基準を用いて, ストロボ写真風に静止画像

(0 < e = n < 4) (1)

化した結果である. テクノのグルーヴを基準とした場合は

タイムステップ 4 回 (4 分音符 1 拍相当) 分をひとまと

(A) が, ヒップホップを基準とした場合は (B) が, より滑ら

まりとして, ずれの値を合計する. (1) 式における e と

かで美しい形状をしており, 全体として緑みがかった画像

n の値を, ずれの合計がプラスである (タイミングが遅

となっている. また, ヒップホップのグルーヴを基準とし

い) ほど小さく, マイナスである (タイミングが早い)

て (A) を可視化した場合の結果をみると, 音のタイミング

ほど大きく設定する.

が全体的に早めであり, 弱めに演奏してしまっている音符

( 3 ) 音の強弱と色を対応させる. タイミング同様にタイム
ステップ 4 回分をひとまとまりとして, ずれの値を合
計する. 合計したずれの値がプラスである (全体的に
強い) ほど暖色に, マイナスである (全体的に弱い) ほ
ど寒色に近づくように色相パラメータを変化させる.

が多いということを見てとることができる. このように, グ
ルーヴの基準とするジャンルを変えながら可視化を行うこ
とにより, 自分の入力した MIDI データが, あるジャンルの
グルーヴをどれだけ表現できているのかということを直感
的に把握することが可能である.

( 4 ) 音符がゴーストノートである場合は, ハイライトの集
中度を表す shiness の値を瞬間的に小さくすることで
ハイライトの面積を大きくし, 図形全体が明るく発光
したように見える効果を与える.

( 5 ) 計算結果を統合し, アニメーションを生成する.
4.2.2 ストロボ写真風静止画像化

図 8

超楕円体を用いた３Ｄリアルタイム可視化

( 1 ) 一定間隔ごとに超楕円体アニメーションのスクリーン
ショットを撮影する. なお, 本論文では撮影間隔を 0.2
秒に設定した.

( 2 ) 撮影した各画像に透過処理をかける.
( 3 ) 透過画像を一定間隔ごとに右へずらしながら重ねて
いく.

( 4 ) 重ね合わせが完成した画像を出力する.

5. 結果と考察
タイミングのタメや強弱を全くつけずに打ち込んだ MIDI
データ (A), 全体的にタイミングにタメをつくり, 1234 の
リズムに強弱中弱というようにアクセントをつけて打ち込
んだ MIDI データ (B) を用意し, SeeGroove を用いて可視
化を行った. 本節ではその結果を示し, 出力画像から考察
できることを述べる.

5.1 開発環境と可視化結果
実装においては, 開発環境としてノート PC(OS: Win-

dows 7, CPU: Intel Core(TM) i7-2677M 1.8GHz, メモリ:
4GB), Embarcadero RAD Studio XE3, プログラミング言
語として Delphi を用いた.

SeeGroove を用いた可視化結果の例を図 8, 図 9 に示す.
図 8 はファンクのジャンルをを基準として MIDI データ

図 9

ストロボ写真風静止画像化

(A) を可視化したアニメーションのスクリーンショットを
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5.2 考察
前項の結果画像に基づき, 可視化方法の妥当性に関して
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の程度を各楽器ごとに把握できるような可視化手法の導入
が挙げられる.
また, テンポのゆらぎを心地よく感じたりといったよう
に, タイミングや強弱のずれは聴き手に好ましい印象を与
える場合がある. このような人間味を与える要素に関して
も今後考慮していきたい.
加えて, システムの有効性を確かめるための評価実験を
行う必要がある. グルーヴ感の体得を効率化することにお
いて実際にこのシステムがどの程度効果的であるかを測定
するため, 複数の被験者を用意してテストを行うことは必
須であると考えられる.
将来的には, ドラムトラック以外にも多くの楽器のトラッ
クを含む MIDI 演奏のグルーヴを可視化できるよう, シス
テムを拡張していく予定である.
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