
論文 Journal of the DBSJ Vol.7, No.1

楽曲全体における特徴量の傾向に基
づいた類似検索手法
A Music Retrieval Method based on Dis-
tribution of Feature Segments
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本論文では，楽曲中における曲調の変化を考慮した楽曲類似検

索手法について提案を行う．一般的に，文書類似検索では，文書

に現れる単語の出現頻度に基づき文書間類似度を算出する．この

手法に対し，我々は，楽曲の特徴を表す特徴部分を楽曲から抽出

し，その部分を単語として扱うことにより，ベクトル検索モデル

といった文書類似検索手法を用いて楽曲の類似検索を行うことが

可能となることを考える．文書類似検索に用いられるベクトル検

索モデルを利用することにより，楽曲に対する特徴部分の重要度

を算出することが可能となり，曲調の変化を考慮した類似検索を

行うことができる．評価実験の結果，提案手法による類似検索は

既存手法による類似検索より高い精度を持つことを確認した．

In this paper, we propose a music retrieval

method based on the segment distributions of

melodies in the music. Generally, when a text re-

trieval system retrieves textual documents, the sys-

tem calculates retrieval status values based on the

frequencies of terms in the documents. We assume

that when the retrieval target music can divide into

meaningful segments and the retrieval system treat

the meaningful segments as terms, the system can

retrieve music using textual information retrieval

techniques, such as vector space retrieval model. Us-

ing vector retrieval model in text retrieval, we can

consider importance of feature segments in music,

and we can retrieve music based on the changes of

melodies. In our experimental evaluation, we can

confirm that our proposed system has better accu-

racy than the baseline method.
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1. はじめに

日常の中で，店内や TV番組，映画の BGMなどによって，楽

曲を受動的に聞く機会がある．このとき視聴者は，その楽曲に

興味を持ち，興味を持った楽曲と類似している楽曲も聴きたいと

いった要望を抱く場合が考えられる．ところがこの場合，視聴者

が楽曲に対して持つ印象は曖昧であり，視聴者の判断によって膨

大な楽曲の情報から類似している楽曲を探すことができない．そ

のため，楽曲の類似検索に対する需要が高まっているといえる．

一般的に類似している楽曲の定義として，楽曲に含まれるフレー

ズの一部が他の楽曲に含まれるフレーズの一部と類似している

という定義がある．この定義に対し本研究では，楽曲全体を通し

て印象の変化が類似しているという定義を考える．その理由とし

て，視聴者が楽曲に興味を持つ際，楽曲に含まれる一部の印象だ

けに興味を持つのではなく，楽曲全体を通しての印象の変化や展

開に興味を持つと考えるためである．

既存の楽曲類似検索手法 [1],[2]では，楽曲の印象を特徴付ける

特徴部分を楽曲から抽出し，その特徴部分を類似比較することに

より楽曲の類似検索を行っている．このとき，楽曲に含まれる特

徴部分の一部分だけを用いた類似比較を行っており，一つの楽曲

全体に対して類似比較を行っていない．ところが，楽曲には様々

な印象が含まれており，様々な種類の特徴部分が含まれているこ

とが考えられる．このことより，特徴部分の一部分を用いた類似

比較をするだけでは楽曲全体を通しての印象の変化を考慮するこ

とができない．そのため，楽曲全体を通しての印象の変化を考慮

した類似検索を行うことができないといった問題が考えられる．

そこで本研究では，楽曲に含まれる特徴部分の傾向を考慮する

ことによって，楽曲全体の印象を考慮した類似検索を行う手法の

提案を行う．特徴部分の傾向を抽出する方法として，文書におけ

る類似検索に用いられるベクトル検索モデルの考え方を用いる．

この考え方は，楽曲の構造と文書の構造との対応関係に着目し

たことに基づいている．文書は様々な種類の単語によって構成さ

れており，文書における類似検索では，文書を特徴付けている単

語の出現傾向に基づいて類似検索を行っている．一方で，楽曲は

様々な種類の特徴部分によって構成されている．そこで，楽曲の

類似検索において，楽曲を特徴付けている部分を文書における単

語として扱うことを考える．その結果，特徴部分の出現傾向を考

慮することにより，楽曲全体の印象を考慮した類似検索を行うこ

とが可能となると考える．

2. 関連研究

本研究に関連する研究として，楽曲の類似検索に N -gram 手

法を適用した研究がある．Shyamala ら [3] は，楽曲に含まれる

音符の列を文字列へ変換し，その文字列に対して N -gram 手法

を適用している．音符の列を文字列としてみなしていることか

ら，楽曲の構造を文書の構造に置き換えるという点において，本

研究と類似している．ただし，索引付けの手法として N -gram

手法を用いていることから，単語とみなす区間を固定長としてと

らえており，特徴部分によるフレーズの長さを考慮していない．
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そのため，特徴部分として意味のまとまりが無い．この点におい

て，特徴部分を可変長としてとらえることによって特徴部分とし

ての意味を考慮する本研究と異なっている．

一方，音声学に基づいて，楽曲構造と文書構造が対応関係にあ

ることに着目した研究がある [4]．この研究では，楽曲を可変の

区間ごとに区切り，その区間を一つの単語とみなしている．可変

の区間を楽曲の特徴としてとらえるという点において，可変の特

徴部分を抽出する本研究と類似している．しかし，楽曲に含まれ

るすべての区間を単語としてとらえており，その単語を連続させ

ることによって楽曲の構成を表している．この点において，複数

の楽曲間における類似部分から楽曲に含まれる特徴部分を抽出す

る本研究と異なっている．

3. 特徴部分の傾向を考慮した類似検索

既存の類似検索手法では，楽曲の一部分から得られた特徴部分

を用いることによって類似検索が行われている．ところが，楽曲

には様々な種類の特徴部分が含まれるため，一部分の特徴部分だ

けでは楽曲全体を考慮した類似検索を行うことができない．

例として，問合せに楽曲 A を用い，検索対象楽曲群に楽曲 B

が含まれるときの類似検索を考える．ここで，楽曲 A は静かな

印象を持つ楽曲とする．また，楽曲 B は静かな印象と明るい印

象を持つ楽曲とする．楽曲 Aと楽曲 Bは楽曲全体を通して類似

していないとする．このとき，楽曲に含まれる一部分の特徴部分

を用いた類似比較による類似検索システムでは，楽曲 A に含ま

れる静かな印象の特徴部分と楽曲 B に含まれる静かな印象の特

徴部分が類似していると判断する．そして，楽曲 Aと楽曲 Bの

一部分が類似していることにより，楽曲 Aと楽曲 Bは類似して

いると判断する．しかし，楽曲 A における曲調の変化と楽曲 B

における曲調の変化が類似しているかどうかについては考慮して

いないため，楽曲 Aと楽曲 Bが楽曲全体を通して類似している

かどうかを正しく判断することができない．

そこで本研究では，楽曲全体の特徴を考慮するために，楽曲全

体における特徴部分の傾向を考慮する．このことにより，楽曲が

どのような特徴部分を持っているかという判断を行うだけでな

く，楽曲にはどのように特徴部分が含まれるかという判断を行

う．例として，前段落において述べた例を用いる．楽曲 Aは静か

な印象を持つ楽曲であるため，静かな印象を表す特徴部分だけが

現れる．一方，楽曲 Bは静かな印象を表す特徴部分に加え，明る

い印象を表す特徴部分も現れる．ここで，楽曲に含まれる特徴部

分の出現傾向を考慮すると，楽曲 A における特徴部分の出現傾

向と楽曲 B における特徴部分の出現傾向は異なっているといえ

る．このことにより，楽曲 Aにおける曲調の変化と楽曲 Bにお

ける曲調の変化が類似していないと判断し，楽曲 Aと楽曲 Bが

楽曲全体を通して類似していないことを判断することができる．

3.1 処理の概要
提案手法による類似検索システムの概要を図 1に示す．本シス

テムでは，問合せに含まれる特徴部分の傾向と各検索対象楽曲に

含まれる特徴部分の傾向をベクトル検索モデルによって類似比較

問合せに含まれる特徴部分を抽出

特徴部分データベース

問合せにおける特徴部分の出現頻度算出

検索対象楽曲データベース
各検索対象楽曲における特徴部分の出現頻度取得

各楽曲間の類似度算出

楽曲入力(PCMデータ)

類似度算出結果

利用者

提案手法による類似検索システム

Step1

Step2 Step3

Step4

図 1 提案手法による類似検索システムの概要

Fig. 1 Overview of our music retrieval system

する．このことによって，楽曲全体における特徴部分の傾向を考

慮した類似検索を行う．

類似検索のために，各検索対象楽曲に含まれる特徴部分の傾向

を前処理によって取得しておく．そして，特徴部分データベース

および検索対象楽曲データベースの構築を行う．特徴部分データ

ベースには，各検索対象楽曲から抽出した複数の特徴部分を格納

する．また，検索対象楽曲データベースには，各検索対象楽曲に

おける各特徴部分の出現頻度を格納する．

利用者は，類似比較したい楽曲の PCM データを問合せとし

て入力する．システムは，Step1として問合せと特徴部分データ

ベースを照合し，問合せに出現する特徴部分を抽出する．そし

て，Step2では，問合せにおける各特徴部分の出現頻度を算出す

る．一方，Step3として各検索対象楽曲における各特徴部分の出

現頻度を，検索対象楽曲データベースから取得する．問合せおよ

び各検索対象楽曲における各特徴部分の出現頻度を取得すると，

Step4 として各出現頻度を用いて各楽曲間の類似度を算出する．

最後に，利用者に対し類似度算出結果を出力する．

3.2 特徴量の類似部分抽出
楽曲に出現する各特徴部分は一定の長さを持たず，楽曲の構成

によって異なる長さを持つことが考えられる．例えば，一つの楽

曲中に短いフレーズと長いフレーズが混在する場合である．この

場合，各特徴部分の長さを一定とすると，フレーズが無視される

こととなる．そこで，各特徴部分の長さを可変長としてとらえる

ために，各特徴部分の長さを考慮した特徴部分の取得を行う．

ただし，本研究で扱う PCMデータは時系列データである．文

書において単語の可変長をとらえる場合，文字という最小単位が

あり，単語辞書を用いた形態素解析を行うことが可能である．一

方，時系列データは連続したデータであるため，文字のような単

位が無く，特徴部分の辞書は存在しない．そのため，時系列デー

タを区分化し，可変長の特徴部分を抽出することは困難である．
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楽曲A

楽曲B

類似

特徴部分 a

特徴部分 a

特徴部分 b

特徴部分 b
特徴部分 c

特徴部分 c
特徴部分 a

特徴部分 d

特徴部分 d

図 2 類似部分による特徴部分の定義

Fig. 2 Definition of feature segments using similarity segments

ここで，楽曲を未知の言語によって書かれた文書と考える．未

知の言語によって書かれた文書を解読する場合，単純な解読方法

として，多くの文字列中において類似する文字列のパターンを抽

出し，そのパターンを単語として定義する方法がある．そこで，

本研究ではこの方法に基づいて，楽曲における連続した時系列

データを文書における文字列とみなし，複数の楽曲間において時

系列データから得られる特徴量が類似する部分を抽出する．そし

て，その類似部分を一つの特徴部分と定義することにより，ある

特徴部分を可変長としてとらえる．

本研究における類似部分の概念図を図 2に示す．図 2では楽曲

A と楽曲 B 間の類似部分を抽出し，それぞれの類似部分を特徴

部分としている．ここで，特徴部分 cのように他の特徴部分に含

まれている場合や，特徴部分 d のように他の特徴部分と重なる

場合についても考慮する．類似部分を抽出することによって，波

形における最小単位を考慮する必要が無くなり，波形の連続性を

保ったまま，可変長の特徴部分を取得することが可能となる．

3.2.1 楽曲の特徴量
楽曲の特徴量として，時系列データから得られる二つの値を用

いる．一つは，類似部分に対する FFT(Fast Fourier Transform)

値の算出によって得た周波数分布である．周波数分布とは周波数

領域を n等分し，各区間において振幅値を総和した値である．周

波数分布を特徴量とすることによって，音色や音質の違いを考慮

することができると考える．n個の周波数分布 F1, F2, · · · , Fn を

得るとき，h番目 (h = 1, 2, · · · , n)の区間における Fh の算出式

を (1)式に示す．ここで，周波数領域中の周波数点 iにおける振

幅値を fi とし，一つの区間における周波数点の数を N とする．

Fh =

hN∑
i=(h−1)N+1

fi (1)

もう一つの特徴量は，類似部分の平均音量である．平均音量は，

類似部分において，各標本化点の振幅値を平均化した値である．

平均音量を特徴量とすることによって，音の強弱による印象の違

いを考慮することができると考える．平均音量 Aの算出式を (2)

式に示す．ここで，類似部分において j 番目 (j = 1, 2, · · · , L)の

標本化点における振幅値を aj とし，類似部分の長さを Lとする．

A =

∑L

j=1
aj

L
(2)

3.2.2 楽曲の特徴部分を取得する範囲
3.2.1節で述べた特徴量の取得には，Lが必要である．しかし，

類似部分が未抽出の段階では，類似部分の長さが未知であるた

め，類似部分全体に対して FFT 値を算出することができない．

そこで，時系列データを細かなフレームへ分割し，特徴量が類似

するフレームを連結することにより，類似部分を取得する．

類似部分を取得する処理として，まず，特徴量を取得する各楽

曲において，一つのフレームに対して特徴量の取得を行う．そし

て，各楽曲のフレームにおいて，各特徴量を要素としたベクトル

を生成し，ベクトル間の類似度を算出する．このとき，算出した

類似度が閾値 θ を超えていれば，後続のフレームへ処理を移す．

後続のフレームへ処理を移す中で，θ を下回るフレームが現れる

と，処理を終了する．そして，類似部分として，処理を開始した

フレームから処理を終了したフレームの一つ前にあたるフレーム

までを類似部分とする．処理の開始時に θ を下回った場合は，後

続のフレームから類似部分の抽出処理を改めて開始する．

なお，フレームの長さは 25[msec]とし，フレームをずらす周

期は 10[msec]とする．これらの値は音声認識で広く用いられて

いる値であることから，本研究においてもこれらの値を用いる．

また，ベクトル間類似度の定義としてコサイン尺度を用いた．

3.2.3 楽曲から取得した特徴部分の分類
楽曲から取得した特徴部分は，平均音量と周波数分布の組合せ

によって識別している．しかし，平均音量と周波数分布は様々な

値を持っていることから，多数の組合せが存在することが考えら

れる．そのため，同じ組合せの特徴部分が出現しにくくなり，特

徴部分の出現頻度を考慮することが困難となる．そこで，組合せ

が類似している特徴部分を同一の特徴部分とみなし，特徴部分の

種類を限定するための分類を行う．各特徴部分間の比較は，類似

部分の長さ L が等しい特徴部分間において行われる．比較処理

として，各特徴部分に含まれる各フレーム間の類似度を算出す

る．このとき，算出したすべてのフレーム間類似度が閾値を超え

ていれば同一の特徴部分であるとみなし，すべての類似度が閾値

を超えていなければ，別の特徴部分とする．なお，このときの閾

値は 3.2.2節と同様に，閾値 θ を用いた．

3.3 ベクトル検索モデルの適用
本研究では，文書類似検索モデルの一つであるベクトル検索モ

デル [5] において利用されている TF-IDF 法のアルゴリズムを，

楽曲の類似検索に適用する．文書が様々な単語の出現頻度によっ

て特徴付けられていることと同様に，楽曲も様々な特徴部分の出

現頻度によって特徴付けられており，その出現頻度を考慮するこ
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とによって，特徴部分の傾向を考慮した類似検索が可能となると

考えるためである．本研究における TFの定義として，一つの楽

曲中に一つの特徴部分が出現する頻度を用い，IDF の定義とし

て，一つの特徴部分が出現する楽曲数の逆数を用いる．

そして，これらの定義により TF-IDF 値を算出し，各楽曲に

おける各特徴部分の重みを決める．検索対象楽曲における特徴部

分の重みを算出する式を，(3)式に示す．ここで，r個の検索対象

楽曲 S = {S1, S2 · · · , Sr}からm個の特徴部分 w1, w2, · · · , wm

が抽出されるとし，l番目 (l = 1, 2, · · · , r)の楽曲 Sl における k

番目 (k = 1, 2, · · · , m) の特徴部分 wk の出現頻度を tkl，wk を

含む楽曲数を pk，Sl における wk の重みを skl とする．

skl = tkl log
r

pk
(3)

また，問合せ中の特徴部分 wk の重み qk には，問合せにおける

wk の出現頻度を用いた．

最後に，各重みを要素とした特徴ベクトルを生成し，各特徴ベ

クトル間類似度を算出する．本研究では，コサイン尺度を特徴ベ

クトル間類似度の定義とする．検索対象楽曲の特徴ベクトル sl =

[s1l s2l · · · sml] と問合せの特徴ベクトル q = [q1 q2 · · · qm]

間のコサイン尺度を算出する式を，(4)式に示す．

cos(sl, q) =

∑m

k=1
sklqk√∑m

k=1
s2

kl

√∑m

k=1
q2

k

(4)

コサイン尺度は，一つの楽曲全体における各特徴部分の出現頻

度を考慮することにより，一つの楽曲全体における各特徴部分の

重要性を比較した結果である．このことより，楽曲全体における

特徴部分の傾向を考慮した楽曲間類似度の算出が可能となる．

4. 予備実験

評価実験のために，閾値の決定，不要な連結フレーム数の除

去，検索対象楽曲数と特徴部分数との相関関係について予備実験

を行った．

予備実験では，検索対象楽曲数を 100曲とし，検索対象楽曲群

には，クラシックやヘビーメタルといった様々な印象の曲を数曲

ずつ含めた．楽曲データはモノラルのWAVE形式とし，標本化

周波数を 44100Hz，量子化ビット数を 16bitとした．

4.1 閾値の決定
本研究では，楽曲から特徴部分を抽出するために，楽曲から抽

出したフレーム間の類似比較を行う．このとき，フレーム間の類

似性を判断するために，閾値 θ を用いる．閾値により，楽曲から

抽出される特徴部分の数は変化する．そのため，閾値は，フレー

ム間の類似度に対して適切に設定される必要があると考える．そ

こで，閾値の変化と，類似すると判断されるフレーム数の変化と

の相関関係について確かめ，閾値の決定を行う．

閾値の変化による抽出フレーム数の変化について，図 3 に示

す．抽出フレーム数は，類似していると判断されたフレームの数

を示す．本予備実験では，フレーム間の組合せ数を 73818 個と
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図 3 閾値 θ の変化による抽出フレーム数の変化

Fig. 3 Change of extracted frame number based on

change of threshold θ

1

10

100

1000

10000

2 122 242 362 482 602 722 842 962 1082 1202 1322 1443 1567 1700 1837 1972 2113 2285 2497 2712 2958 3212 3550 4086 5105 7730
連結フレーム数

特徴
部分
数

図 4 連結フレーム数と特徴部分数との相関関係

Fig. 4 Correlation connected frame number with feature

segment number

し，各フレーム間に対して類似度の算出を行った．θ = 0.99 の

とき，抽出フレーム数は 72842個となり，総数に対して 98%で

あった．そこで，閾値の変化は θ = 0.99, 0.9905, · · · , 0.999とし

た．閾値が 0.9965 までは総数に対する比率が 80% 以上であり，

緩やかな曲線を示している．ところが，閾値が 0.997 を超える

と，急な傾きの曲線となる．この算出結果に基づき，本研究では

三つの閾値を決定する．一つ目は，閾値の変化において最も値の

小さい θ = 0.99とする．二つ目は，総数に対する比率が 67%と

なる θ = 0.9975とする．三つ目は，総数に対する比率が 38%と

なる θ = 0.9985とする．ここで決定した三種類の閾値を評価実

験において用いることにより，抽出するフレームの数はどの程度

が適切であるかということについて検証を行う．

4.2 連結フレーム数と特徴部分数との相関関係
楽曲に含まれる特徴部分は，固定長のフレームを連結すること

によって抽出されている．このとき，連結するフレームの数には
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図 5 適切ではない連結フレーム数を除去した相関関係

Fig. 5 Correlation except useless connected frame number
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Fig. 6 Change of feature segment number based on clustering

様々な種類があると考えられる．ところが，文書検索における不

要語のように，適切ではない連結フレーム数が存在することが考

えられる．そのため，連結フレーム数と，各連結フレーム数にお

ける特徴部分数との相関関係を算出し，適切ではない連結フレー

ム数を除去することを考える．

各連結フレーム数と，各連結フレーム数における特徴部分数

との相関関係について算出した結果を図 4 に示す．この結果は

θ = 0.99として算出した．この図から，相関関係は Zipfの法則

[6] に基づくと考えられる．しかし，連結フレーム数によっては

Zipf の法則から外れており，全体としてばらつきがあると考え

られる．そこで，Zipfの法則に従うように，適切ではない連結フ

レーム数を除去した．除去後の相関関係を図 5に示す．この除去

により，連結フレーム数の種類は 3173 種類から 2025 種類とな

り，特徴部分の数は 249894個から 247548個となった．

4.3 検索対象楽曲数と特徴部分数との相関関係
検索対象楽曲数を増やした場合の特徴部分数の変化について調

べるために，検索対象楽曲が 2 曲である場合から 100 曲である

場合まで，それぞれの場合において特徴部分を抽出した．このこ

とにより，抽出した特徴部分が，文書における単語のような収束

性の性質を持っているかどうかということについて確かめる．

検索対象楽曲数と抽出した特徴部分数の変化について算出した

グラフを図 6に示す．閾値は，4.2節と同様に，θ = 0.99とした．

この図より，分類前の特徴部分数に対して，分類後の特徴部分数

は緩やかに増加していることがわかる．分類前の特徴部分数は，

検索対象曲から抽出した段階での数である．一方，分類後の特徴

部分数は，分類によって形成されたクラスタ数によるため，検索

対象曲が増加するにしたがってクラスタの種類が限定される．そ

のため，このような緩やかな増加となったことが考えられる．た

だし，文書における単語数の収束性のように，特徴部分数自体が

収束するといった関係は見られない．また，図 6 における破線

は，分類前の特徴部分数と分類後の特徴部分数との比を示す．こ

の比率より，分類前の特徴部分数と分類後の特徴部分数の関係に

ついては収束性があると考えられる．なお，検索対象楽曲数が

100曲であるとき，分類前の状態では 545237個の特徴部分を得

られ，分類を行うと，247548個の特徴部分を得ることができた．

5. 評価実験

5.1 実験方法
提案手法による類似検索結果の再現率，精度と，既存手法によ

る類似検索結果の再現率，精度を比較することにより，提案手法

の評価を行う．既存手法として，楽曲に含まれる特徴部分の一部

分だけの類似比較により，楽曲の類似検索を行う手法を用いる．

このことにより，楽曲における曲調の変化を考慮した類似検索を

行うという点において，提案手法が既存手法に比べて有用である

ことを実証する．また，特徴部分を取得する際に用いる閾値 θ を

変更し，各閾値において 11点平均精度を算出する．閾値は，4.1

節により決定した，θ = 0.99, 0.9975, 0.9985とする．

本実験では，予備実験と同じ検索対象楽曲を用いた．問合せ曲

には，クラシック楽器に由来する静かな印象とヘビーメタルに由

来する強い印象を含む曲である Silent Jelousy を用いた．また，

正解集合は 6 人の人手により作成した．問合せに対して正解で

あるかどうかの判断基準として，楽曲全体を通して，楽曲に含ま

れる曲調が類似しているかどうかを基準とした．正解集合の曲数

は，検索対象曲数 100曲のうちの 10曲とした．

5.2 実験結果
各閾値および既存手法において算出した再現率精度曲線につい

て，図 7に示す．ここで，各閾値および既存手法の各曲線におい

て 11 点平均精度を算出すると，それぞれ 0.256，0.244，0.26，

0.181 といった値を得られた．これらの値より，提案手法では，

既存手法の平均精度に比べて最大で 0.079の向上を得ることがで

き，提案手法は既存手法に比べて有用性が高いといえる．

検索結果として，提案手法では，クラシック楽器に由来する静

かな印象とヘビーメタルに由来する強い印象を含む曲である紅

や，クラシック楽器に由来する静かな印象とロックに由来する強

い印象を含む曲である Karn Evil 9 が上位に現れた．一方，既

存手法では，紅や Karn Evil 9 が上位に現れたとともに，ピア
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図 7 提案手法および既存手法による再現率精度曲線

Fig. 7 Precision recall curve based on proposed method

and current method

ノ曲であるラ・カンパネラや，バイオリンが主体となっている

Riverdance も上位に現れた．この結果は，問合せに含まれるピ

アノやバイオリンによる曲調だけが，検索対象楽曲に含まれる曲

調と類似していると判断された結果であると考えられる．このこ

とより，既存手法では，楽曲に含まれる一部分の曲調だけによる

類似検索を行っていることに対し，提案手法では，楽曲に含まれ

る曲調の変化を考慮した類似検索を行っていると考えられる．

ただし，提案手法では，ポップ曲も上位に出現した．その原因

として，問合せに含まれる特徴部分と検索対象楽曲に含まれる特

徴部分を明確に区別できていないことが考えられる．クラシック

楽器に由来する印象とヘビーメタルに由来する印象を区別する場

合，各曲調の特徴部分における特徴量は大きく異なる．しかし，

一つの曲調において複数の特徴部分を区別する場合，各特徴部分

における特徴量の差は，曲調間における特徴量の差ほど大きくな

い．そのため，一つの曲調内において特徴部分を明確に区別する

ことはできていないと考える．

6. おわりに

本研究では，楽曲全体の印象を考慮した類似検索を行うため

に，楽曲全体における特徴部分の傾向に基づいた類似検索手法の

提案を行った．また，楽曲全体における特徴部分の傾向を抽出す

る手法として，楽曲の構造が文書の構造と対応関係にあることに

着目し，文書類似検索に用いられるベクトル検索モデルを用い

た．ベクトル検索モデルを用いることにより，楽曲における特徴

部分の重要度を算出することが可能となり，楽曲全体における特

徴部分の傾向を抽出することが可能となることを提案した．

今後の課題として，二つの事項について検討する．一つは特徴

部分の構成および特徴量に対する検討である．本研究では，各楽

曲における固定長のフレームを類似比較することにより，特徴部

分の抽出を行っている．ただし，固定長のフレームを連結し，文

書における単語とみなすようにしているだけである．そこで，た

だ連結するだけでなく，楽曲における特徴部分の表現について検

討することを考える．また，本研究において用いた特徴量では，

一つの曲調内における特徴量の差を明確に区別することはできて

いないと考えられる．そこで，楽曲の類似検索における，適切な

特徴量についても検討する．

もう一つの事項は特徴部分の出現位置に対する検討である．現

段階では，特徴部分の出現位置を考慮することを行っていない．

このことに対し，視聴者が楽曲全体から受ける印象は，特徴部分

の出現位置によって異なる場合が考えられる．この課題に対し，

楽曲に含まれる特徴部分間の遷移関係について検討する．
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