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演奏表情付けにおける合同聴取評価：
出展を通じた評価の再考
馬場 隆1,a)
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概要：音楽情報処理の生成系研究のひとつである演奏表情付け研究における評価手法のひとつとして，複
数の表情付けシステムを一同に集めて演奏表現を聴き比べ，人間の主観評価を得ることが挙げられる．シ
ステム開発者にとっては，大規模な主観聴取評価が得られると共に，共通の聴取被験者群を相手にシステ
ム間の演奏比較ができるといった大きな参加メリットがある．他方，このような「合同聴取評価」におい
ては，各システムは定められた生成条件に従って演奏を生成せねばならないため，そのためのシステム変
更や本番を想定した演奏生成過程の練習などを行う必要がある．本稿では，合同聴取評価への出展事例と
して，3 つの演奏生成システムを取り上げ，各システムの出展目的や実施プロセス，評価を受けての研究上
の考察を紹介する．さらに，これらの共通見解を足がかりにして合同聴取評価の再考を行う．

1. はじめに

べ，同じ評価手法の下での合同主観評価を行うことが挙げ
られる．演奏を聴き比べるという行為は，人間が演奏する

本稿では，演奏表情付け研究における評価手法のひとつ

場合おける音楽コンテスト等と同じであるため，合同聴取

である合同聴取評価に着目し，その具体例を，特に出展者

評価においても聴衆が演奏の巧拙を聴き比べるというコン

の目線から詳述することで，合同聴取評価の再考を行う．

テスト形式にする，という手法がある．

一般に計算機科学の領域においては，研究の有用性・妥

本稿では，まず 2 章おいて出展者の立場から合同聴取評

当性・新規性を検証するために定量的な評価実験が求めら

価について具体例を挙げながら概観する．3 章では，合同

れるが，音楽という人間の感性に関わるものを生成する音

聴取評価に出展した 3 つの演奏生成システムを取り上げ，

楽生成系の研究の場合には，客観・定量的な評価を実施す

各システムの出展目的や演奏生成のプロセス，評価に関し

ることが困難であるため，代わって人間による主観評価が

て出場者の立場から紹介する．これらを踏まえた上で，4

必要となる．楽譜から表情豊かな音楽演奏を自動生成する

章において合同聴取評価の意義を再考する．

演奏表情付けシステムの場合には，生成された演奏が主観
評価の対象となる．
ここで，評価軸や評価内容はシステムごとに異なるため，

2. システム開発者から見た合同聴取評価
2.1 演奏の聴き比べ

演奏評価に統一性がない，システム間での比較が困難であ

演奏の評価方法のひとつに，複数の演奏を聴き比べると

る，等の問題が生じる．これを解決する手法のひとつとし

いうものがある．特に一般にクラシック音楽と呼ばれる西

て，複数の表情付けシステムを一同に集め，演奏の生成条

洋伝統音楽においては，楽譜の忠実な再現が演奏における

件や演奏楽曲を統一した上で生成された演奏表現を聴き比

大きな指針のひとつとなっており，楽譜の改変は一部の例
外を除いて行われないため，楽譜からの差異が個々の演奏
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を特徴付けることとなる．ひとつの楽曲に対して複数の演
奏が存在する (ひとつの楽譜に対して複数の解釈が成立す
る) とき，その複数の演奏解釈を聴き比べたいとの聴衆の
欲求は自然であり，故にクラシック音楽鑑賞においては，
同一楽曲の異なる演奏，いわゆる同曲異演の比較が大きな
関心事のひとつとなっている．この演奏同士の比較という
のは相対評価と言える．技術力・音楽性等の個々の演奏の
巧拙を計る絶対評価と共に，複数演奏の相対評価というの
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が，演奏の主観評価においては重要となる．
評価の実例として，音楽コンテストの場合を紹介する．

楽演奏を計算機で生成する演奏生成システムのためのコン
テスト形式の合同評価環境である．各出展者 (主にシステ

コンテストは通常，予選と本選とから成る．予選では，審

ム開発者) は統一された生成条件に従って演奏を生成する．

査員 (プロの音楽家) が自身の音楽性を拠り所に出演者個々

評価者 (プロの音楽家や一般聴衆) がそれらを聴き比べ，コ

の演奏を絶対評価し，一定のラインを超えた者のみが本選

ンテストのように優劣を付ける．

へと進む．評価の際には，楽曲の統一・(ピアノの場合は)
楽器の統一等，評価の公平性を保つ上での様々なルールが

3. Rencon 2013

設けられている．本選では，複数の演奏が審査員 (プロの

ここでは，コンテスト形式の合同主観評価である Rencon

音楽家) や聴衆 (一般人) の前で披露される．審査員は各演

2013 について述べる．3.1 にて Rencon 2013 の流れを概観

奏を詳細に聴き比べ，その優劣を決定する (1 位が決まら

し，3.2〜3.4 において，3 つのシステム (Stachastic model,

ない場合もある)．聴衆は基本的には各演奏を聴き比べる

Kagurame, VirtualPhilharmony) の出展者が，それぞれど

のみであるが，簡単なアンケートを行うこともある．ここ

のような狙いで Rencon に出展し，準備をしたのか，Rencon

でも評価の公平性を保つためのルールがある．複数の演奏

本番中はどうであったのか，成果はあったかを記述し，そ

(出演者) を一同に集めて絶対評価や相対評価 (聴き比べ) を

れぞれ考察を行う．図 1 の左端の項は全体のスケジュール

行う，というこのコンテストの形式は，演奏の主観評価の

を，右側の 3 列は出展した 3 つのシステムがその時々で何

一例として既に定着している [1]．

を行っていたのかを，それぞれ示している．

2.2 演奏表情付け研究における評価

3.1 Rencon 2013 の流れ

演奏表情付け研究における評価の場合，システムの技術

3.1.1 コンテスト前に各システムに要求される事項

的評価やインタフェースのデザイン評価等の他に，生成さ

各システムには演奏の生成に際して様々な統一された条

れた演奏の聴取評価が必要となる．音楽的に優れた演奏で

件が課されるため，出展者はそれへの対応が必要となる．

あるかといった絶対評価，人間の演奏や他のシステムの生

部門の選択 人の手を介さず計算機のみで演奏表情を自律

成演奏に対してどうかといった相対評価が考えられるが，

生成する部門と，人と計算機のインタラクションに

いずれの場合も主観的・形容詞評価とならざるを得ず，そ

よってライブ演奏を行う部門の 2 つからなる．

の内容は評価者の演奏聴取能力や音楽的知識経験，評価手

未知の課題曲への対応 課題曲は既存曲であり，当日に配

法によって大きく変わることとなる．それ故，生成演奏の

布されるまで出展者には未知である．データのフォー

主観聴取評価においては評価の普遍性が担保されにくい．

マットは MusicXML[4] 及び演奏表情の付いていない

これまでの演奏表情付けの諸研究においては様々なアプ

SMF である．出展者には，いかなる楽曲にも対応で

ローチを用いて生成演奏の主観評価が試みられてきた．し

きる準備が必要となる．

かし，評価者の対象 (プロまたはアマチュア) や評価手法・

時間制限内での演奏生成への対応 演奏表情の生成作業に

内容が研究ごとに異なるために再現性が乏しく，それ故

は，90 分という時間制限が設けられている．各出展者

に複数の研究やシステムを比較しての検討も困難である．

はそれぞれのシステムを用いて演奏表情を生成し，こ

よって評価の公平性を期すための様々なルールを設定した

の制限時間内に全ての手続きを完了せねばならない．

上でシステムを一同に集め，各生成演奏を聴き比べる，と

自律部門の場合は，この時間で自動生成を行い，作業

いったコンテスト形式の合同主観評価の実施が有用となる．

後に演奏表情付き SMF を提出する．インタラクショ
ン部門の場合はこの時間でライブ演奏の準備を行う．

2.3 合同評価の例
音楽情報処理の分野における合同評価の例として
は，MIREX (Music Information Retrieval Evaluation eX-

change, 2005-) が挙げられる [2]．これは，音楽情報検索に

いずれの部門においても，出展者には制限時間内での
作業に対応できる準備が必要となる．

3.1.2 コンテスト当日の流れ
Rencon 2013 におけるコンテスト中の流れを以下に記す

おける様々なジャンルの研究の定量評価を集めたイベント

(詳細は図 1 左端項)．

である．しかし，人間の主観に依存しない客観・定量的に

課題曲配布 課題曲は，前古典派の作曲家 D. Scarlatti の

評価できるもののみを対象としているため，音楽を生成す

鍵盤楽器用ソナタ (K. 466) と，映画音楽で著名な近現

る研究 (演奏表情付け・自動作編曲等) における生成物の合
同主観評価を行うことはできない．
コンテスト形式の合同主観評価の例としては，Ren-

代作曲家 N. Rota の前奏曲第 3 番 (無調性) であった．
聴き比べと評価 自律部門の生成演奏は，楽譜通りの機械
的演奏を加えた上で演奏順序がシャッフルされ，ま

con (Music Performance Rendering Contest for Computer

た聴衆にシステム名がわからないよう匿名のまま，

Systems, 2002-) が挙げられる [3]．これは，情緒豊かな音

YAMAHA の Disklavier [5] を用いて再生された (10 演
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図 1 Rencon 2013 のスケジュール及び Stochastic model, Kagurame, VirtualPhilharmony
の動き
表 1

Rencon 2013 のスコア (AUT は自律部門，INT はインタラクション部門を表す)

出展システム
部門

AUT

INT

Scarlatti

総計

Rota

システム名

技術

音楽性

人間らしさ

表現力

計

技術

音楽性

人間らしさ

表現力

計

(機械演奏)

3.5

1.5

2.0

2.5

9.5

5.0

2.0

2.0

2.5

11.5

21.0

Stochastic model

2.5

2.0

2.5

2.5

9.5

4.5

3.5

3.0

5.0

16.0

25.5

Polyhymnia+

1.5

2.5

3.0

4.0

11.0

2.0

2.5

2.5

2.5

9.5

20.5

Kagurame

3.5

3.5

3.5

1.5

12.0

1.0

1.5

1.5

2.5

6.5

18.5

VirtualPhilharmony

3.0

3.0

4.0

4.5

14.5

2.5

3.5

4.5

6.0

16.5

31.0

Accent Model

4.0

3.0

3.5

2.5

13.0

2.5

2.5

3.0

2.5

10.5

23.5

CaRo 2.0

1.0

1.5

2.0

2.5

7.0

4.0

3.0

3.5

5.5

16.0

23.0
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leaf t₁
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出展した自律型仮想演奏生成システムの概要．

した仮想演奏を生成することは困難であった．今回の
出展に際して最大のチャレンジの一つとなったのは，
その制約の克服である．エントリの決定から当日まで

奏)．インタラクション部門については曲順のシャッ

に可能な範囲で処理の効率化を図ったうえ，探索に使

フルやシステムの匿名化は行われず，自律システムの

用する事例群の選定によって，これに対応した．

演奏の後にライブ演奏が披露された (4 演奏)．聴衆は，

楽譜情報の限定 課題曲として提供される楽譜がどのよう

各演奏に対して技術・音楽性・人間らしさ・表現力の

な情報を持つか，詳細な部分の仕様が本番まで不明で

4 項目について 7 段階評価を行った．聴衆は一般が約

あった．提案手法の生成結果は楽譜から得られる情報

80 名，専門家がピアニスト 2 名であり，別々に集計が

に依存するため，比較的一般性が高い情報のみで演奏

なされた．

の生成過程を説明できるよう配慮した．

各システムのプレゼンテーション 学会中のイベントであ

再生環境への対応 今回の再生環境について事前に公開さ

るため，聴取評価のみならず，各システムのメカニズ

れた情報に基づき，出力する SMF データの仕様を調

ム等へのテクノロジカルな評価も同時に行われた．た

整した．その再生環境で事前に試聴を行える機会など

だし，これらは演奏の優劣には反映されなかった．

は無かったが，問題なく再生可能なデータを自動生成

結果発表 結果を表 1 に示す．

し，提出できたと考えている．

3.2.3 コンテストの実際
3.2 Stochastic model of artistic deviation and
musical notation

本システムの狙いは既存の演奏者の演奏生成過程の自動
化であり，全ての処理はその演奏者以外の影響を極力排除

奥村らが出展した自律型仮想演奏生成システム [6] は，演

するように設計されている．オペレータが行うのは，仮想

奏者の演奏生成過程を自動化するものである．これは演奏

演奏者のモデルを学習するための演奏事例群と，生成する

者による鍵盤楽器演奏の生成過程を捕捉し，演奏固有の特

仮想演奏の楽譜を指定することのみである．

徴を楽譜との関係から説明する枠組み [7] に基づく．

3.2.4 成果

本システムは，モデル学習と表情転写を行うセクション

Rencon への出展に際して，エントラントは演算時間や

から構成される（図 2）．前者では既存の演奏事例と楽譜

課題曲など，種々の条件の制御において制約を受けること

の情報を用い，その演奏者の楽曲解釈を近似する体系を統

になる．これを主観評価実験と見做すと，設計者として必

計的手法に基づき獲得する．後者ではその体系を参考に未

ずしも望ましい評価条件とはならない．しかし一般的に，

知の楽譜情報に最適な表情を持つ事例の系列を探索し，そ

これほどの規模や環境を備えた主観評価を独自に実施する

の表情の直接転写を行う．

ことは困難である．そのような条件に適応することで出展

3.2.1 出展の狙い

が可能であれば，他の手段では困難な成果を獲得できると

本システムが生成する仮想演奏では，既存の演奏を行っ

考える．今回の結果，本システムは自動制御部門で総合第

た演奏者の特徴がいかに保持されているかに関心がある．

一位となったが，得られた得点は満足できるものではない．

基となった枠組みは演奏の分析を焦点としたものであり，

また，他の部門の間で大きく開いた成績の差は，本部門の

それが仮想演奏の生成を行う主な理由の一つもそこにある．

システムに共通する課題の大きさを示しているといえる．

楽器演奏の生成過程を扱うモデルの提案に際し，その性

楽曲別に見ると，Scarlatti での本システムの評価は他の

能は楽器演奏として最も自然な形態で評価されるのが望ま

システムより低くなっている．楽譜から得られる演奏指示

しい．本提案の場合，聴覚による主観評価が最も有効な評

の種類が限定的となるこの楽曲は，その組み合わせによっ

ⓒ 2014 Information Processing Society of Japan

4

Vol.2014-MUS-102 No.19
2014/2/24

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

て演奏表情の特徴を扱う提案手法には比較的困難な課題と
いえる．今回の演算条件で選択候補して使えた事例が限ら
れたことや，それに関連して演奏指示に対する表情の適切
さが不充分であったことがその要因と考えられる．一方，

Rota では全ての評価軸において他のシステムを上回る評
価を得ている．この楽曲は楽譜の演奏指示において独特な
文脈を持つため，どのシステムにおいても恐らく学習デー
タから比較的大きく乖離した演奏指示への対応を要求する
課題といえる．ここで得られた評価から示されたと考えら
れるのは，未知の楽譜からでもある程度豊富な情報が得ら
れるならば，提案手法は既知の演奏事例を適切に活用して
不自然さのない整った仮想演奏を生成できることである．
以上の結果を示した採点には，評価者群別に異なる傾向
がある．演奏は聴取者の能力や職業だけでなく，個人的経
験や聴取状況によって異なる評価を受けることが確認され
ている [8]．その関係を一般性を担保しつつ記述すること
図 3

は，演奏の生成過程と同様に困難な課題である [9]．提案手

Kagurame の概要

法が楽譜から得られる情報によって仮想演奏の生成過程を
説明できることは，どのような聴者には演奏のどのような
部分が注意されているのかなどを検証する際にも有効であ
ると考えられる．

3.2.5 考察
自らのシステムのみでなく他のシステムとの同時に評価

図 4 ピアノロール画像と対応する五線譜

されることも，Rencon のような機会に出展することのメ

おり，類似度が高い事例曲を検索するフェーズである．楽

リットの一つである．しかし現状の実施方法ではシステム

譜の類似性評価は，楽譜情報から生成したピアノロール画

自体の枠組みのみではなく，その既存演奏の量や質もその

像を比較することで行う (図 4)．また我々のこれまでの実

システムの性能の一部として評価される形態をとっている．

験から，テンポが演奏において重要な要素であることが明

Rencon をシステムとしてのベストパフォーマンスが評

らかとなったため，楽譜情報におけるテンポ指示の近さを

価されるコンペティションと見なすなら，現状にも違和感

ふまえて類似性評価を行う．

は少ない．しかし参加システムの多くが，何らかの既存の

3.3.1 出展の狙い

演奏事例を参考にして仮想演奏を生成するものである．演

本システムは幾度も Rencon へ出展しており，前回の

奏表情の捕捉や記述を行う本質的な部分の評価が同条件で

SMC-Rencon2011[11] に も 出 展 し て い る ．な お 前 回 は ，

はない点から，特に自律部門においては先述のメリットを

Kagurame Phase-II および Kagurame Phase-III の

享受できているとは言えない．今後は評価機会としての充

2 つのシステムを出展したが，今回は Kagurame Phase-

実のため，仮想演奏の生成に際して参照する事例を統一す

III のみを Kagurame という名称で出展した．

るなど，何らかのレギュレーションの導入が望まれる．

今回の出展の目的は，前回のコンテスト結果と比較して

また，今回は支援部門の演奏はオペレータのパフォーマ

本システムが進展したか，また本システムの課題を明らか

ンスも含めて行われたため，それも含めての評価とならざ

にすることである．前回の Rencon との本システムの変更

るを得ない．生成演奏の比較を可聴な部分のみに限定すれ

点は次の 2 点である．

ば，部門を超えた比較も可能であったと考える．

• テンポの類似性評価の導入 [12]
• ピアノロール画像の音符の矩形の音高方向にグラデー

3.3 Kagurame
柴崎・鈴木らが出展した Kagurame [10] は「楽譜が似
ていれば，演奏表情も似ている」という仮定から，表情付

ションをかける [13]

3.3.2 準備
今回の Rencon に向けて行った準備を以下に記す．

けの対象曲と楽譜が類似した楽曲の人間の演奏を事例とし

事例データベースの構成 古典派音楽，ロマン派音楽，近

て，その演奏における演奏表情を対象曲に転写することで

代音楽など作曲された時代によって楽曲の構成や演奏

生成する．本システムの概要を図 3 に示す．本システムに

表情の付け方は異なると考えられる．従って，対象曲

おいて要となる 検索 では，楽譜の類似性評価を行って

が作曲された時代と同じ時代である事例曲でデータ
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ベースを構成すべきである．しかし，本システムは作
曲された時代を考慮して事例曲を選択する機能は備
わっていない．そこで今回は，古典派音楽用，ロマン
派音楽用，近代音楽用の 3 つの事例データベースを事
前に構成した．ただし，近代音楽の事例曲は持ち合わ
せていないため，近代音楽用の事例データベースはロ
マン派音楽の事例曲で構成した．
時間制限下での演奏生成への対応 本 シ ス テ ム は ピ ア ノ

図 5

VP の概要

ロール画像を上下動させながら画像比較を行うた
め事例曲を検索する作業に時間がかかる．そこで，前

像比較を行っているため事例曲数を増やすと生成時間が莫

回の Rencon の課題曲を対象曲とした場合で制限時間

大に増大してしまう．実用化を考慮すると高速化も今後の

(1 時間半) 内に演奏表情生成ができるように事例曲数

大きな課題であると言える．

を調整した．しかし，事例曲数は多ければ多いほど，
より類似楽曲を検索できるため，ピアノロール画像の

3.4 VirtualPhilharmony

類似性評価をやや粗雑に行うこととした．制限時間内

馬場らが出展した “VirtualPhilharmony (VP)”[14][15]

に演奏表情生成を行うために，以上の事例曲数の調整

は，オーケストラ指揮に関するヒューリスティクスを盛り

とピアノロール画像の類似性評価の粗雑さのバランス

込むことで，指揮する感覚をユーザに提供し，音楽的に説

を見極めることが課題となった．

得力のある演奏を生成することを目的とした本格的な指揮

3.3.3 コンテストの実際
生成した演奏は Velocity の値が小さく，やや聴き取り辛
くなり，コンテスト開催者から Volume を上げるかを尋ね
られた．しかし Velocity が小さいことも我々の演奏として

システムである．開発者の指揮経験を活かし，指揮の専門
家の監修の下，指揮者 (ユーザ) とオーケストラ (仮想) と
のインタラクティブな指揮演奏を可能にしている．
本システムのシステム概要を図 5 に示す．あらかじめ用

の成果であるため，そのまま再生することとした．

意された音楽表情が付された楽曲テンプレートのテンポ・

3.3.4 成果

音量と，ユーザの指揮動作のセンシングによって得られた

コンテスト結果は自律システム部門では Scarlatti は 1 位

テンポ・音量の線形結合によってユーザの演奏におけるテ

であったが，Rota は最下位であった．Scarlatti は古典派

ンポ・音量が決定される．重み係数は実録音解析によって

音楽用の事例データベース，Rota は近代音楽用の事例デー

得られたパラメータ等によりリアルタイムに変化する．“

タベースを用いたが，前述した通り近代音楽の事例曲を持

リハーサル機能” は，繰り返し演奏する中でユーザの演奏

ち合わせていなかった．そのため，Rota はテンポが大き

意図を徐々にテンプレートに反映させることで，両者のコ

く崩れ，右手と左手の発音のタイミングも大きくずれてし

ミュニケーションを図る役割を持つ．

まい，最下位になったと考えられる．このことから，本シ

3.4.1 出展の狙い

ステムでは作曲された時代を考慮した事例曲を選択する機
能を備える必要があると考えられる．

VP の研究目的に指揮感覚の獲得，音楽的に意味のある
演奏の生成があり，これらを評価するためにこれまで指揮

一方で，Scarlatti は 1 位であったため前回の Rencon よ

の専門家に主観評価を依頼したり，VP を使ったコンサー

り大きく順位を上げていることから本システムは前回の

トを度々行ってきた．しかしこれらは VP 単独での評価で

Rencon より進展したと言えるだろう．しかし，Scarlatti

あり，考察などは Rencon 以外では行うことができなかっ

も課題は残った．1 位であったものの装飾音符と主要音符

た．他のインタラクション部門のシステムとの比較や，自

が同時に発音されていた．対象曲に装飾音符がある場合は，

動部門との差異に関する議論を工学的・音楽的両観点から

参照する事例曲も装飾音符がある必要があり，今回は装飾

行える環境は貴重である．

音符がある事例曲がほとんど無かったためと考えられる．

3.3.5 考察

VP のエントリーは，Rencon2013 で 5 回目である．過
去の Rencon では，ライブ演奏特有の問題である本番での

本システムのような事例ベースシステムは適正な事例が

様々なトラブルに遭い，低得点に終わるということが何度

無い場合，非常に不自然な演奏表情の演奏となってしまう．

もあった．聴衆に良い演奏を聴かせ良い評価を得たい，と

コンテストの Rota では，このような事例ベースシステム

いう指揮者としての思惑も，エントリーの動機として大き

の短所が顕著に表れたと言える．今回のように，適正な事

いものである．

例が無い場合は演奏表情をスムージングするなどの対処方

3.4.2 準備

法を検討する必要であると考える．

手製シーケンサの製作 VP におけるテンプレートは，CD

また，本システムは事例ベースシステムであるうえ，画
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作られているが，課題曲には手本演奏もなく，聴取作
業に充分な時間もないため，MIDI シーケンサを使用
して手作業でテンプレートを作成する必要がある．限

4. 合同聴取評価における自律部門とインタラ
クティブ部門についての考察

られた時間内 (90 分) での迅速な表情付け作業を行う

ここでは，前章における各システムの出展者の記述を基

ためにシーケンサを自作した．類似音形の検索と表情

に，自律部門における課題としてデータベースの統一につ

の一斉転写，声部の分離 (マニュアル指定) 等を短時間

いての考察を，インタラクティブ部門における課題として

で操作できるように設計し，本番を想定した練習を重

視覚要素の統一についての考察を，それぞれ行う．

ねる中で何度も改良を行った．
失敗事例の想定と克服 インタラクション部門は，人間の
関与が可能であるため人間らしい演奏を生成する上

4.1 データベースの統一
自律システムにおいては事例データベースが必須であり，

では自動部門に対し自明的に有利である．一方で，完

Stochastic model 及び Kagurame では同じ PEDB を用い

成された SMF を生成する自動部門と違ってライブで

ている．PEDB とは，調性を持ったクラシック音楽のピア

演奏を生成するこの部門には，センサの故障や配線ミ

ノ名演奏を対象とした演奏表情データベースである [17]．

ス等様々な失敗のリスクが存在する．本番で意図通り

しかし，Rencon 2013 においてはデータベースの統一自体

の演奏をライブ生成するため，過去の反省を踏まえ，

は条件に入っていなかった．

様々な失敗事例を想定した上で対策を講じた．

3.4.3 コンテストの実際

一般に，自律システムにおける未知曲への適切な対応力
は，枠組み (モデル) の優劣によって決まる．しかし，同一

Rencon2013 における VP の演奏生成の流れは以下の通

のデータベースで作られた枠組み同士で生成演奏を比較し

りであった．1) 課題曲の配布，2) 譜読み，3) シーケンサを

ない場合，生成演奏の優劣の比較はできても，枠組み自体

用いた表情付け，4) リハーサル機能を用いた反復練習，5)

の優劣を比較することはできない．合同聴取評価に出展す

本番会場での音出し確認，6) 本番ライブ演奏．事前の対策

るメリットである，システム間比較と大量の主観評価の獲

の甲斐あってほぼ意図通りの演奏を披露することができた

得のうち，前者については枠組みの優劣が付かない以上は

が，演奏に用いた Disklavier の発音における遅延が予想以

比較不能となり，また後者についても主観評価の優劣と枠

上に大きく，課題曲 1 曲目ではテンポが崩れ気味であった．

組みの優劣の関係性が不明となる．ゆえに，自律システム

3.4.4 成果

においては，合同聴取評価におけるデータベースの統一は

VP はインタラクション部門で 1 位となり，総合でも 1
位となった．各評価項目においても技術項目以外は 1 位で

非常に重要な条件となる．
一方で，人間が演奏する場合におけるデータベースとは，

あった．また，審査員の評価も 1 位であった．

その人が過去に聴いてきた演奏群であり，弾いてきた演奏

3.4.5 考察

群であるため，データベースは人により異なる．聴いたこ

他のインタラクション部門のシステムとの比較 CaRo

とも弾いたこともないようなタイプの楽曲をいきなり人前

2.0 はユーザがリアルタイムで音色を操作することが

で弾けと言われて戸惑ってしまうのは，人間も自律システ

できるインタラクティブシステムである [16]．CaRo

ムも同じである．これら人によるデータベースの差異や演

2.0 は Scarlatti でエラーが出て低評価となり，順位を

奏の失敗を，
「人間らしさ」として評価の対象とする，とい

大きく下げた．リスク回避の重要性が証明された．ま

う考え方も可能である．

た，Rota は VP が CaRo を僅差で上回った．音色を
制御できる CaRo 2.0 よりもテンポを制御できる VP

4.2 評価における視覚要素の統一

の方が高得点だったということは，人間が演奏を聴く

英語の performance は，演じ手の身体動作等を含んだ単

時，音色よりもテンポの方を優先して聴いているとい

語である．コンテストのようにホールで演奏を鑑賞・評価

う可能性を示唆している．

する場合には，鑑賞する側も，演じ手の奏でる音楽を聴く

自律部門のシステムとの比較 インタラクション部門の有

と同時に，演じ手の身体動作等をも視ている．つまり鑑賞・

利な点と不利な点を先に述べたが，演奏という耳から

評価には聴覚要素だけでなく視覚要素も含まれている．し

の情報以外の視覚的要素，即ちライブパフォーマンス

たがってコンテスト形式の合同聴取評価は，合同「視聴」

を聴衆の前で披露できるという点は，非常に有利であ

評価であると換言できる．

る．事実，VP と CaRo の Rota(成功事例) の評価は自

人間と計算機とのインタラクションによって演奏を生成

律部門に比べかなり高い．しぜん評価もそれを加味し

する場合においては，身体動作などの何らかの視覚上の動

たものになるため高得点になりやすいだけでなく，同

作が主観評価における重要な要素となる．ここで問題と

じ土俵で各システムを比較できるという Rencon の意

なるのは，インタラクティブシステムの場合はシステム

義から見ても問題があると考える．

ごとにその動作・見せ方が異なるという点である．例えば
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VirtualPhilharmony では，指揮者の身体動作が視覚要素

[5]

となる．しかし CaRo では，スクリーンに映し出された音
色操作用インタフェース上でのポインタの動きが視覚要素

[6]

に該当する．視覚上の動作が主観評価に与える影響は無視
できないにもかかわらず，視覚要素はこのようにシステム
ごとに大きく異なるのが実態であり，この点についての評
価はそもそも合同では行うようなものではない．よって，
インタラクティブシステムの合同評価を行おうとするなら

[7]

視覚要素，少なくともシステムごとに異なるような視覚要
素は排除せねばならない．Rencon 2013 では臨場感を高め
る演出の一環として生のピアノ音 (Disklavier) によって生
成演奏の再生がなされたため，実機のピアノの存在と，演

[8]

奏に合わせた鍵盤の動きが共通の視覚要素として付加され
た．このようなシステム間共通の視覚要素があれば，イン
タラクティブシステムの合同視聴評価が可能となる．

[9]

自律システムの場合にはもともと視覚要素は存在しない
が，インタラクティブシステムと同様の再生環境であった
ため，同じ視覚要素が付加された．よってこの場合，両部

[10]

門横断しての公平な主観視聴評価が可能となる．

5. まとめ
本稿では，演奏表情付け研究における評価手法のひとつ

[11]

であるコンテスト形式の合同聴取評価に着目し，その具体
例として Rencon 2013 に関して，出展した 3 システムの開
発者の目線から出展目的や実施プロセス，評価等について
議論を行った上で，合同聴取 (視聴) 評価の意義を再考し

[12]

た．その結果浮上した課題は，自律システムにおいては事
例データベースの統一の必要性であり，インタラクティブ
システムについては演奏評価における視覚要素の統一の必

[13]

要性である．これらが反映されることにより，より良い合
同聴取 (視聴) 評価環境が整備されることになると考えら
れる．

[14]
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Canazza, S., Poli, G. D. and Rodà, A.: CaRo 2.0: A system for social active listening and expressive performing
of music content, Department of Information Engineering, University of Padova (online), available from
⟨http://smac2013.renconmusic.org/files/Canazza-etalRencon2013-Caro-social-active-listening.pdf⟩ (accessed
2013-08-01).
Hashida, M., Matsui, T. and Katayose, H.: A New Music Database Describing Deviation Information of Performance Expressions, In Proceedings of the 9th International Society for Music Information Retrieval (ISMIR)
Conference, pp. 489–494 (2008).

8

