和音認識のためのスペクトル特徴量の検討∗
☆上田 雄, 内山 裕貴, 小野 順貴, 嵯峨山 茂樹 (東大 · 情報理工)

1

はじめに

本稿では音楽音響信号からの自動和音認識につい
て扱う。西洋音楽などの調性音楽において、和声は音
楽おける重要な要素の一つであり、実演奏からの自
動和音認識はコード譜の作成だけでなく自動採譜や、
カバー曲同定、音楽データベースの自動タグ付けな
どの音楽情報検索 (MIR) の分野への応用の手掛かり
となるであろう。
音響入力を対象とした和音認識においては Pitch
Class Profile (PCP) またはクロマベクトル [1] が特徴
量として広く用いられており、我々も既にクロマベク
トル特徴量を改善する手法を提案してきた [2, 3]。ク
ロマベクトルは音楽的知見に基づく有効な特徴量で
ある一方、倍音などの影響により成分ごとに相関を
持つため、学習に必要なパラメータ数が少なくない。
また、オクターブの相異を圧縮するため和音の転回
形を認識できないことや、音域の情報を無視してし
まうため、例えば和音の根音が低音域で演奏されや
すい、といった和音認識において有意な情報が失われ
てしまう問題点がある。そこで我々は今回、情報量の
損失の少ない学習パラメータの削減手法という観点
から 1) クロマの成分を無相関化する手法、2) スペク
トログラムの主成分分析 (PCA) に基づく手法を提案
し、それらを実験的に検証する。
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和音特徴量の抽出

2.1 クロマベクトル特徴量
和音は、さまざまなオクターブに渡って演奏された
り、いくつかの転回形や開離形、 密集形など様々な
音高配置で演奏されたりする。このような和音の音
高配置によらない特徴量として、クロマベクトル [1]
がある。クロマベクトルの c(k, t) は、
(I−1
)
∑
c(k, t) = log
H(12i + k, t) , k = 0 · · · 11 (1)
i=0

のようにパワースペクトルを半音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。ただし、H(i, t)
はスペクトログラムの周波数 bin i、時刻フレーム t
でのパワー、I は取得するオクターブ数を表す。

2.2 フーリエ変換によるクロマの無相関化
クロマベクトルの各成分は倍音の影響や、複数の
ピッチが同時に演奏されることにより相関を持つ。そ
のため、クロマベクトルの共分散行列 Σ は Fig. 1 (a)
のように対角要素以外にも 0 でない値を持つ。ここ
で、すべての音は同じ調波構造を持ち、同じ音程の組
み合わせ (C と G, D と A など) が同じ頻度で出現す
るという仮定を置くと、Σ は巡回行列となる。この仮
定は一曲のデータでは一般に成り立たないが、多く
の曲のデータを用いることで平均的に成り立つと考
えられる。実際に Σ は Fig. 1 (a) に示すようにほぼ
巡回行列となることが分かる。巡回行列はその値に
よらず離散フーリエ変換行列により対角化されるこ
とが数学的に示されている [4]。従って、離散フーリ
∗
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Fig. 1 ポップスの楽曲 207 曲における共分散行列:
(a) クロマベクトル (b) クロマベクトルのフーリエ変換
エ変換行列を F とすると、クロマベクトル c の離散
フーリエ変換 F c を特徴量とすることにより、その共
分散行列 F ΣF −1 は Fig. 1 (b) のように確かにほぼ
対角行列となる。この変換で得られた共分散行列を
対角行列で近似することにより、共分散行列に必要な
学習パラメータ数を 66 から 12 に削減することがで
きる。

2.3 スペクトログラムの主成分分析による特徴量
クロマベクトルには、オクターブの相異を圧縮する
ため和音の転回形などを認識できないことや、音域の
情報が失われてしまうという問題点がある。スペクト
ルのオクターブ情報をなるべく圧縮せずに用いるこ
とで情報量を維持することができると考えられるが、
高次元の特徴量となるため学習を十分に行うことが
できず、データを過学習してしまい認識率の低下を招
く可能性がある。そこで、クロマのようにオクターブ
の圧縮を行うのではなく、主成分分析 (PCA) による
次元圧縮を考える。PCA はデータを最小二乗誤差に
基づき直交基底に分解する手法であり、データの共分
散行列の固有値分解として定式化できる。得られた
基底ベクトルを第一主成分から順に {a1 , a2 , · · · , an }
とすると、そのうち {a1 , a2 , · · · , am }(m < n) にデー
タを射影することで、二乗誤差が最小となる m 次元
の特徴量に圧縮することができる。
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隠れマルコフモデルによる和音認識

和音進行を N -gram の確率過程として近似できる
と仮定し、特徴ベクトルは隠れ状態である和音から確
率的に出力され、和音間は N − 1 つ前までの和音に
依存して確率的に遷移するという仮定を置くと、和
音進行と特徴ベクトルの関係は隠れマルコフモデル
(HMM) により表現できる [5, 6]。これにより、和音
認識問題は特徴ベクトルから背後の和音を推定する
という確率的逆問題として定式化できる。ここでは和
音の移り変わりは直前の和音のみに依存するとして
2-gram でモデル化し、和音のエルゴディックな HMM
を用いて定式化する。観測された特徴ベクトル系列
を x、求める和音進行系列を c とおくと、最尤の和音
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Table 1 クロマベクトルとクロマベクトルの FT 特
徴量の対角共分散/全共分散における和音認識率
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Table 2 クロマベクトルとスペクトログラムの PCA
特徴量における和音認識率
Chroma Vector
Spectrogram(60 basis)
PCA of Spec. 12 basis
PCA of Spec. 20 basis
PCA of Spec. 30 basis
PCA of Spec. 40 basis
PCA of Spec. 50 basis

77.4%
77.1%
73.2%
78.0%
77.9%
77.6%
77.4%

系列 c はベイズの定理により

argmax p(c|x) = argmax p(x|c)p(c)
c

(2)

c

≃ argmax p(x0 |c0 )p(c0 )
c

T
∏

p(xt |ct )p(ct |ct−1 )

t=1

となり、和音毎の特徴ベクトルの出力確率 p(xt |ct ) と、
和音間の遷移確率 p(ct |ct−1 ) をあらかじめ取得してい
れば Viterbi アルゴリズムにより効率的に計算するこ
とができる。また、和音進行系列の正解を持ってい
れば、Baum-Welch アルゴリズムにより、p(xt |ct ) と
p(ct |ct−1 ) の局所最適値を学習することができる。連
続的な観測の場合、出力確率の確率密度関数として
混合ガウス分布を仮定することが多い。また、各和音
に複数状態を割り当てることもできる。本研究では
HMM の混合数・状態数は各和音につき 1 混合、1 状
態とした。
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和音認識実験

4.1 実験条件
提案するクロマベクトルのフーリエ変換特徴量、ス
ペクトログラムの PCA 特徴量とクロマベクトルとの
和音認識率の性能比較を行った。データセットとし
て The Beatles の楽曲 180 曲, Carole King の 7 曲,
Queen の 20 曲の計 207 曲を用い、楽曲データはすべ
て 11 kHz サンプリング、モノラルの Wave ファイル
であった。スペクトログラム及びクロマベクトルの
生成には 55.0 Hz–1760 Hz の 5 オクターブを用いた。
すべての特徴量には前処理として [3] と同様に調波音
強調、チューニング補正を行った。PCA の基底数は
12、20、30、40、50、60(スペクトログラムそのもの)
とした。学習・正解ラベルは [7] で提供されているも
のを用いた。和音の種類は、長三和音と短三和音の
24 種類としたが、このラベルは、長三和音、短三和
音以外の和音も含むため、根音と第三音から、長三
和音または短三和音とみなした。学習・認識はデータ
セットを 3 分し、2/3 を学習データ、残り 1/3 を認識
データとして、3 分割交差検定により認識率を得た。
認識率は 100 ms 毎にサンプリングされたフレームの
(正解フレーム数)/(全フレーム数) により求めた。
4.2 実験結果
クロマベクトル、クロマベクトルのフーリエ変換
を特徴量とした和音認識率として Table 1 を得た。全
共分散の場合、クロマのフーリエ変換特徴量とクロ
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Fig. 2 主成分分析により得られた基底：左から第 1
主成分…第 60 主成分
マベクトルの認識率は厳密に一致した。これは、離
散フーリエ変換は線形な可逆変換であるため、パラ
メータ数が同じ場合は情報量が等価であるためであ
る。対角共分散の場合、全共分散の場合と比べて、ク
ロマベクトルでは認識率が大きく低下したが、クロ
マベクトルをフーリエ変換することにより同等の認
識率を得た。これは、クロマのフーリエ変換特徴量に
おいて、対角共分散による近似がほほ成り立ち、情報
量の損失が少なかったためと考えられる。
クロマベクトル、スペクトログラムの PCA を特徴
量とした和音認識率として Table 2 を得た。また、基
底として Fig. 2 を得た。クロマベクトルの認識率と
比較して、スペクトログラムの PCA 特徴量が 12 次
元、60 次元とした場合を除いて認識率が上回ってい
ることが分かる。また、60 次元のスペクトログラム
と比較して、PCA による次元を削減により基底数が
12 の場合を除いて同程度の性能が得られ、基底数が
20 の場合認識率が最も上回ることが確認できた。こ
れは、基底数を削減することにより学習に必要なパラ
メータ数が減り、データへの過学習を防ぐことが出来
た一方、基底数を一定数以上削減すると和音認識に必
要な情報が失われ、認識率が低下したと考えられる。
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おわりに

本稿では和音特徴量としてクロマベクトルのフー
リエ変換特徴量とスペクトログラムの PCA に基づく
特徴量を実験的に検討した。クロマのフーリエ変換
特徴量により共分散行列をほぼ対角行列として近似
でき、全共分散の場合と同等の認識性能を得られる
こと、スペクトログラムの PCA 特徴量で適切な基底
数に圧縮すればクロマベクトルを上回る認識性能を
得ることを確認した。
今後は異なるデータセットや和音の種類を増やし
た実験、HMM の混合数・状態数の検証を行う予定で
ある。
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