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動的計画法に基づく音楽構造解析



(1)

と表される。

3.2 フレーム間の類似確率
一般に、特徴量 xi と xj が近いほど、i 番目と j 番
目のフレームが繰り返し構造として対応する確率は
高いと考えられる。ここでは最も単純に、この確率を
∗

4000

3000

3000

2000

1000

2000

1000

40

50

60

70

80

0
80

Time(s)

3.1 構造解析の特徴量
楽曲中の類似箇所であっても波形が似ているとは
限らないが、スペクトログラム同士は似ていること
が多い (Figure 2 参照)。我々が別途研究をすすめて
いるスペクトログラムの振幅位相符号化 [2, 3] の適用
も想定し、本研究では構造解析の特徴量として対数
振幅スペクトログラムを用いた。M を周波数ビンの
数、Aim を i 番目のフレームにおける m 番目の周波
数ビンの振幅スペクトルとすると、状態 xi は

log Ai1
 log Ai2 

xi = 
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音楽構造を利用した音楽信号符号化

音楽構造を利用した符号化の基本的なアイディア
は、楽曲中で似ている箇所を音響信号のみから自動
検出し、検出された音楽構造とともに、2 回目以降の
類似箇所は 1 回目との差分のみを符号化することで
情報量を削減することを目指すものである (Figure 1
参照)。音楽構造解析自体は、楽曲のサムネイル作成、
ビデオと音楽の同期、音楽情報検索などの応用から
も研究されている (例えば [1]) が、本研究における構
造解析の目的は、作曲者の意図した楽曲構造や楽曲
を特徴付ける構造を推定することではなく、楽曲中の
類似箇所とそれらの間の対応関係を自動的に求める
ことである。本研究では、最適経路問題としてこの問
題を定式化することを検討した。
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Fig. 1 音楽構造を利用した符号化の概念図。繰り返
しを含む楽曲 (上) の構造を用い、類似箇所の 2 回目
以降は 1 回目のコピーに基づき差分のみを符号化する
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近年、MP3 や AAC のような高圧縮かつ高音質を
実現する非可逆圧縮技術の発展により、音楽デジタル
データの普及が目覚ましい。ユーザは携帯オーディオ
プレーヤーや携帯電話などの端末を通じて音楽デー
タを大量に取得・保有することが可能となっている。
しかしその一方で、修正離散コサイン変換と聴覚心
理モデルを基盤とした現在の圧縮技術は飽和状態に
あるとも言える。
我々は、楽曲を曲毎にダウンロードして端末に保存
した後に受聴する応用に目的を限定し、フレームご
との逐次符号化処理を諦める代わりに、音楽の繰り
返し構造や大域的冗長性を利用することにより圧縮
率を向上させる新しい音楽信号符号化方式を検討し
ている。本研究ではその第一歩として、音楽構造解析
手法について論じる。
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Fig. 2 ポップスの楽曲 (RWC-MDB-P-2001 No.1[5])
の 1 番 (左) と 2 番 (右) 部分の振幅スペクトログラム
多次元正規分布を用いて以下のようにモデル化する。
(
)M
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)
(2)
P (i, j) = √
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Figure 3 は式 (2) の対数値を可視化したものであ
り、いわゆる類似度行列に相当する。値が小さいほど
濃い赤色で表されている (分析条件は後述)。ここで
の問題は、この行列上で、類似している箇所を結ぶ経
路を求める問題となる。ただ似ている対応箇所をつ
なげただけでは、たくさんのジャンプを含む、符号化
に適さない経路が求まってしまうため、経路にも音楽
進行中での起こりやすさを反映した確率を導入する
必要がある。
3.3 音楽進行の確率モデル
楽曲の繰り返し構造を状態遷移によりモデル化す
ると、以下の典型的な進行があり得ると考えられる。
(括弧内は類似度行列中での表現)
1. 新しい状態へ進行する、もしくは対応箇所と同
じテンポで進行する (対角線、もしくは斜め 45
度の線分)
2. 対応箇所と少し異なるテンポで進行する (斜め 45
度の線分から少しずれる経路)
3. 離れた状態へジャンプする
それぞれの確率を pconst , pdeviate , pjump とする。例
えば全フレーム数 N に対し、音楽構造ブロック間の
ジャンプが njump 回起こるのであれば、

pjump =

njump
N
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Fig. 4

動的計画法により求まった最適最適経路
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のように表されるが、実際には njump は未知である
ので、適当な値を予め定めておくこととする。
以上のモデルに基づき、最も確率が高くなる経路
を選ぶ問題は、最適経路探索問題となる。各経路の尤
度は類似確率と遷移確率の積で表されるが、対数尤
度を考えることにより動的計画法が適用可能となり、
少ない計算量で大域的最適解を求めることができる。
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実験

4.1 実験条件
前節で述べた提案法の有効性を検証する実験を行っ
た。本来は符号化した符号長により圧縮率を評価す
るべきであるが、ここではその前段階として、提案法
により得られた最適経路と手動でラベル付けした音
楽構造を比較することによりその有効性を検証した。
なお、すでに複数の楽曲に対して本手法を試している
が、ここでは紙面の制約から、RWC 音楽データベー
スのポップスの楽曲 (RWC-MDB-P-2001 No.1[5]) に
対して適用した例のみを示す。
本実験ではまず、楽曲を 8 kHz にダウンサンプリ
ングし、ハミング窓を用いた短時間フーリエ変換に
よりスペクトログラムを求めた。フレーム長は 1024
点、フレームシフトは 512 点、とした。
本手法の確率モデルには、いくつかのパラメータが
含まれている。式 (2) の σ 2 は、予め RWC 音楽デー
タベースの 10 曲分のデータに対し実験を行い、最も
良い結果になったものとして σ 2 = 2500 を採用した。
また、状態遷移確率も実験的に pdeviate = 500/3000,
pjump = 5/3000, pconst = 1 − pdeviate − pjump と定め
た。これらの値は、本来は学習により求めることが望
ましく、今後の課題の 1 つである。
また本実験では、参照フレームを楽曲の 1 番に相
当する部分に制約して最適経路を求めた。
4.2 実験結果
Figure 3 は前述の通り、式 (2) の対数値を可視化し
たものである。手動でラベリングした結果と比べる
と、音楽構造が反映されていることが確認できる。
Figure 4 は、参照フレームを曲の 1 番が終わる 1222
フレーム目で制限した最適経路である。ラベルと照
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Fig. 3 フレーム間での対数振幅スペクトルの類似確
率 (フレーム同士が似ているほど濃い赤色)
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Fig. 5 対数振幅ヒストグラム (左) と残差ヒストグ
ラム (右) の比較

らし合わせると、新しく現れた部分である間奏部分
以外は、繰り返し構造の対応関係が検出されている
ことが確認できる。
Figure 5 は、1223 フレーム以降の、対数振幅スペ
クトルそのもののヒストグラムと、最適経路に基づき
対応する類似箇所との差分のヒストグラムを比較し
たものである。対応する類似箇所を検出して差分のみ
を求めることにより、ヒストグラムがより急峻になっ
ていることが確認でき、情報量の削減が期待できる。
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おわりに

本稿では音楽信号符号化を目的に、楽曲の音楽構
造を自動的に求める手法について検討した。信号の振
幅スペクトルの類似確率と遷移確率を使った動的計
画法により、音楽構造が検出できることを確認した。
今後はこれに基づき、符号長や音質の評価を行ってい
きたい。
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