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Table 1 和音認識の正解率

近年、音楽の内容に基づく解析の研究が盛んであ
る。この研究には、音楽情報検索 (MIR) や、自動採

楽曲

混合信号

調波信号

譜など様々な応用がある。本稿では音楽の内容に関す

RWC-MDB-P-2001 No. 05

61.7%

66.0%

る情報として、和音に着目し、音楽音響信号から自動

RWC-MDB-P-2001 No. 20

51.3%

68.0%

和音認識を行う。特徴量に調波音を強調したクロマを
用いる手法を提案し、評価実験により認識率が向上

用し、現在の和音を認識するのに周辺の時刻の和音

したことを示す。

を手がかりとして利用する。このように和音を扱う
モデルとして川上らは HMM を用い [4]、音楽音響信

調波音を強調したクロマによる和音認識

2

いる [2]。和音を、音楽に直接表れないが隠れて存在

調波音を強調したクロマベクトル

2.1

号からの和音認識でもよく使われるモデルとなって

和音は異なるオクターブで演奏されても、構成音
が同一であれば同一の和音と認識される。このよう
な和音の性質を上手く扱う特徴量として、クロマベ
クトル [1] があり、音楽音響信号からの自動和音認識
でも使われている [2]。クロマベクトルは 12 個の半音
名の強さであり、パワースペクトルを半音名ごとに複
数オクターブ間で足し合わせることで得られる。
さて、本稿で主に対象とするポピュラー音楽は、一
般に打楽器音のような非調波的な音を含むが、打楽器
音はピッチを持たない音であり、音楽の調波的な要素

する状態と捉え、各和音の出力確率分布により演奏
パターンが出力されるとみなすことで、和声内音の
省略・非和声音の挿入を確率的に扱うことが出来る。
また、和音の遷移はマルコフ過程に従うと仮定し、状
態間の遷移確率によって和音の進行しやすさを反映
できる。本稿でも、和音のモデルとして HMM が有
効と考えこれを用いる。

評価実験

3
3.1

実験条件

である和音を認識する際に妨げとなる。そこで本稿で

本システムを、RWC 研究用音楽データベースより

は、宮本ら [3] の調波音・打楽器音の分離を用い、調
波音を強調し打楽器音を抑制する。この手法は、
「ス

2 曲 (RWC-MDB-P-2001 No.5, No.20) を用いて評価
した。それぞれの楽曲からドラムを含む部分 30 秒を

ペクトログラムにおいて、打楽器は時間方向に急峻

抜粋し、モノラル化したものを入力の音楽音響信号

に変化するが周波数方向には滑らかであり、調波音は

とした。サンプリング周波数は 44100Hz である。時

逆に周波数方向に急峻であるが時間方向には滑らか

間周波数解析は 27.5Hz から半音に 96 個 (8 オクター

である」という点に着目し、スペクトログラム上で、

ブ) の中心周波数を持つ定 Q フィルタバンクを用い、

時間方向と周波数方向の滑らかさを用いて、調波音

分析時間分解能は 0.1s とした。扱う和音は major、

と打楽器音を分離する。本稿では、まず入力の音楽音

minor の 24 種類とし、正解データのラベルは手動で

響信号から調波音・打楽器音分離により調波音を抽出

作成した。
出力確率分布は単一正規分布として、その平均と

し、これをクロマ化した特徴量を用いる。

分散共分散行列は、正解ラベルを付与した別の 4 曲

HMM の利用

2.2

を用い、混合信号用パラメータと調波信号用パラメー

和音は、一般に構成音がそのまま演奏されるわけ

タをそれぞれ最尤推定した。状態遷移確率は市販のギ

ではなく、和声内音の省略・非和声音の挿入があり、

タースコアから 8 曲を抜粋したデータから学習した。

時刻ごとにみて和音を認識するのは難しい。そこで、
和音は、時間ごとにランダムに出現するのではなく同

3.2

結果と考察

じ和音がある程度の時間連続したり、和音間での遷移

評価実験の結果を表 1 に示す。いずれの曲でも、特

のしやすさには偏りがあったりするという性質を利

徴量を調波音を強調したクロマとした場合は従来の
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Fig. 1 出力確率分布の平均
Fig. 3

打楽器音を考慮した HMM

のように和音 24 種と打楽器有り・無しによる合計 48

Fig. 2

状態を考える。同一和音の拍有りの状態と拍無しの

認識結果例 (No. 20)

状態は left-right 型の HMM をなし、和音間ではどの
和音にも遷移しうるエルゴディックな HMM とする。
クロマベクトルに比べて正解率が上がっている。また

状態出力は調波クロマベクトルと打楽器特徴量の 13

学習した、出力確率分布の平均を図 1 に示す。

次元とし、拍有りの状態では打楽器特徴量が大きく、

混合信号に比べ、分離した調波信号はパワーが小

拍無しの状態では打楽器特徴量が小さいような分布

さくなるが、和声内音 (A major では A、C#、E) で

を用いることにより、打楽器有りの場合は拍の可能

はその小さくなる程度が小さく、非和声音ではその程

性が高く、和音が変わりやすいという現象が扱える。

度が大きい。その結果、相対的に和声内音が強調され

今後、実験検証する予定である。

ている。
認識結果 (図 2) を見ると正解率が上がった主な要

おわりに

5

素は、従来手法では和音の主音は正しいものの major

本稿では、音楽音響信号から自動和音認識の性能

と minor を誤認識した部分を、本手法では正しく認

向上のために、特徴量に調波音を強調したクロマベ

識したことである。major と minor は第 3 音が異な

クトルを用いる手法を提案し、評価実験により性能

るだけであるため、認識誤りの原因となりやすい。本

が向上することを示した。また、分離により得られた

手法では、調波クロマベクトルにより和声内音が強

打楽器音を用いて、和音の区切りを捉える手法の検

調され非和声音が抑制されることによって、major と
minor の認識精度向上につながったと考えられる。

討をした。今後は、和音と打楽器音を用いる手法につ
いて評価を行い、更に和音認識性能を向上させる手
法を検討する予定である。

4

打楽器音の利用の検討
前節まで調波音を用いる手法を述べたが、本節で

は打楽器音の利用について検討する。音楽音響信号か
らの和音認識では、和音名称に加えて和音境界も未
知であり、前節のシステムでは和音境界誤りが和音認
識誤りの原因の一つとなっていた。この問題を解決す
るために、和音境界は拍位置に置かれて打楽器音が
重畳する確率が高いという仮説のもとに、打楽器音
を和音境界の手がかりとして利用することを考える。
前述の調波音・打楽器音分離によって得られた打楽
器音のパワーを特徴量の一つに用いることを考える。
実際には拍でも打楽器が演奏されなかったり、拍以
外でも打楽器が演奏されたりするので、調波音や前
後の関係を確率的に考慮する必要があり、図 3 のよ
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