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はじめに

近年音楽音響信号の編集加工や音響特徴量を利用
した楽曲検索の技術発展が目覚ましい. 今後, 音楽音
響信号に内在する旋律, 和声, リズムなど「音楽の 3
要素」を直接扱える情報処理が望まれる. そこでは音
楽の解釈にもう一歩踏み込んだ情報処理が必要であ
り, 音響処理と音楽理論の知見をハイブリッドに活用
した音楽処理が有効であると考えられる.
本研究では旋律についての知見を情報処理に導入
するための「旋律モデル」について議論する. 旋律は
音楽の重要な要素であり, 旋律処理技術の高度化は楽
曲検索, 作曲編曲支援, 自動演奏表情付けなど幅広く
音楽情報処理にインパクトを与え得る.
過去にも調性音楽の単旋律を計算機で解析する方
法は提案されており, 音楽の階層構造や暗意実現構造
の分析が試みられている [1]. しかしこれらの研究は
内容豊かな音楽理論全体の定式化を目指すやや複雑
な問題設定であり, 研究はまだ途上にある.
本稿では, 旋律の背景に和声進行と拍節構造が想起
されることを旋律モデルに対して要請し, 非和声音規
則を語彙とする調性音楽の確率的旋律モデルを導出
する. またそのモデルを用いて旋律の自動生成を行
い, その結果に基づいてモデルの有効性を議論する.
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非和声音語彙による確率的旋律モデル

2.1 旋律モデルへの要請
所与の旋律が調性音楽の範疇でありそうかどうか
を判定できる旋律モデルを構築したい. 調性音楽の旋
律は, その背後に和声進行, 拍節構造が想起できるも
のが多い. よって旋律が調性音楽らしいかを判定する
手だてとして, その旋律の背後の和声進行, 拍節構造
が適切に想起でき, 旋律の各音に対して非和声音か和
声音かを判定できるかを調べるという方法が考えら
れる. したがって求める旋律モデルは, 非和声音, 和
声進行, 拍節構造など, 旋律の背後にある機能を扱え
る必要がある.
2.2 確率的な旋律生成過程の導入
音楽理論で整理されているように, 旋律, 拍節構造,
和声進行, 非和声音規則の間には関係がある. 具体的
には, 拍節構造は和音遷移のタイミングと, 生成でき
る非和声音の種類に影響を与える. 和声進行は各時刻
ごとの和声音の集合を決定するので, 出現する非和声
音に影響を与える [2]. これは和声進行, 拍節構造, 非
和声音規則に依存して旋律を構成する音の出現の仕
方が偏っていると捉えることができる.
したがって旋律が和声進行, 拍節構造, 非和声音規
則のもとで確率的に生成されるというモデルで、調
性的な音楽の旋律をうまく説明できると考えられる.
旋律の背後にある和声進行, 拍節構造, 非和声音規則
のモデルとしてはどのような確率モデルを立てれば
∗

Fig. 1

和声進行と拍節の状態遷移の例

Fig. 2 非和声音語彙の例：ノードの傍の数字は直前
の音からの音程 (半音の数) である
良いだろうか. 和声進行における和音の遷移と拍節の
性質の変化はそれぞれ Fig. 1 のような状態遷移図に
よって表すことができる. 他方, 非和声音の規則は可
変長の音系列に対して適用されるものであるため (例
として刺繍音は最低 3 音からなるパターン, 複刺繍音
は最低 4 音からなるパターンである), モデル化に工
夫が必要である.

2.3

非和声音語彙の導入

ここで (1) 楽曲中に用いられる非和声音の種類は限
られており, それらは音楽理論において整理されてい
ること, さらに (2) 非和声音は必ず和声音へと解決す
ることの 2 点に着目する [2]. (1) について, 非和声音
の種類は前後の和声音との音程関係と, 非和声音があ
る位置の拍の性質に基づいて決まるとされている. し
たがって非和声音含む音系列のパターンを, 前後の和
声音との音程関係と拍との関係の情報とともにあら
かじめ語彙として準備しておくことで, 多様で可変長
の非和声音規則に対応できる. (2) を考慮すると, あ
らかじめ収集した非和声音語彙は, その両端の和声音
を以外では他の語彙と連接しえない. そこで Fig.2 の
ような非和声音語彙に基づいた状態遷移図によって,
非和声音を含む旋律の音の現れ方をモデル化できる.

2.4

確率的旋律モデル

以上の準備により, 旋律の音系列の生起する確率を
算出できるモデルを考えることができる. 音の系列
X1N = {x1 , x2 , · · · , xN } に対して確率値を与える関数
P (·) を確率的旋律モデルと呼ぼう. 所与の旋律 X1N
が生成される確率は旋律の背後にある非和声音語彙,
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和声進行, 拍節の状態 (以後, 音楽状態と呼ぶ) の遷移
確率と, 音楽状態から旋律の構成音が出力される確率
の積を, すべての可能な音楽状態系列について足し合
わせることで計算できる.
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ここで Y1N = {y1 , · · · , yN } は音楽状態の系列であ
る. 各状態 yt はそれぞれ 3 つの要素からなり, yt =
(ut , vt , τt ) と書き下せる. ここで ut はどの非和声音
語彙の何番目の音か, vt は和音の種類, τt は拍節の種
類を表す変数である.

2.5 確率的旋律モデルを用いた旋律自動生成
確率的旋律モデルを用いて旋律生成を定式化でき
る. 拍節構造, 和声進行が既知で（非和声音ラベルは
未知）, 出力される旋律のピッチ変化に制約条件（歌
詞の韻律, 歌唱音域など）が与えられている場合に,
それらの条件のもとで確率最大の非和声音語彙の連
∗
∗
接 U1N = {u1 ∗ , · · · , uN ∗ } と旋律の音系列 X1N を推
定することで, 与えられた条件のもとでの自動旋律生
成が行える.
(
)
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本モデルを用いると, 非和声音語彙ごとの出現確率を
操作して, 楽曲中に現れる非和声音の種類に制約を与
えることができる. 作曲法においては, 非和声音の種
類の使い分けによって楽曲にスタイルを持たせるこ
とがある. したがって本モデルを用いると自動作曲シ
ステムの生成楽曲のバリエーション増大に貢献でき
る可能性がある.
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旋律自動生成におけるモデルの検証

3.1 確率的旋律モデルを用いた旋律自動生成
本稿で提案する確率的旋律モデルを用いて旋律の
自動生成を行った. 非和声音規則に基づく語彙の出現
確率を操作することで, 生成された旋律に特定の非和
声音の用法のみ出現するという特徴を持たせること
ができるか検証した.
3.2 実験条件： 非和声音の種類を制御した旋律生成
中妻ら [3] が論じた, 日本語歌詞の歌唱曲自動作曲
の問題設定で旋律生成を行った. 本稿 2.5 節の定式化
を用いて, 歌詞の韻律, 和声進行, リズム, 伴奏による
制約条件のもとで, それらの条件を最も良く満たす旋
律を生成した. リズムは固定し, 旋律を付与する歌詞
は「吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれ
たか、とんと見当がつかぬ。」とした. 非和声音語彙
別の出現確率については,
I 「経過音」の出現確率を大きくした場合
II 「刺繍音」の出現確率を大きくした場合
の 2 つの条件で歌詞に付与する旋律生成を行った.

Fig. 3 経過音の出力確率を大きくした生成例. 和声
音同士の遷移と経過音のみで旋律が生成されている.
音符に影がついている箇所が経過音.

Fig. 4 刺繍音の出力確率を大きくした生成例. 和声
音同士の遷移と刺繍音のみで旋律が生成されている.
音符に影がついている箇所に刺繍音.
3.3 旋律生成結果と考察
条件 I と条件 II の下で生成された楽曲をそれぞれ
Fig. 3 と Fig. 4 に示す. それぞれ意図した非和声音と
和声音間の遷移のみで歌詞に対して旋律が自動生成
できた. また生成楽曲に音楽理論的な逸脱がないこと
を確認した. 本稿で提案した確率的旋律モデルは, 非
和声音の種類ごとの出現頻度という音楽学的知見を
陽に扱うことのできるモデルになっているといえる.
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結論

本稿では旋律の背後に和声進行と拍節構造が想起
できるという条件をモデルに要請するところから出
発して, 非和声音規則を語彙とする確率的旋律モデル
を導出した. また旋律自動生成における本モデルの有
効性を議論した. 今後学習データからのパラメタの推
定アルゴリズムと, 提案モデルが音楽音響信号処理に
おいて事前分布として用いられる可能性について検
討したい.
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