この曲、何だっけ？ 歌で音楽を探す
「歌声検索」

音楽情報処理
最前線 !

第１４回
未来の音楽の楽しみ方、作り方はどう変わるのか ?
コンピュータは音楽を理解できるようになるのか ?
コンピュータを使って音楽を研究する
「音楽情報処理」
という研究分野が、世界的に注目を集めています。
本連載では、そうした最先端の研究事例を紹介していきます。

おとなもこどもも、コンピュータも。
「表情豊かに演奏する」
を追求するコンテストRencon
楽曲作りや楽器演奏などにおいては、強弱の変化、
テンポのゆらぎ、一音のタメなど、ちょっとした
「演奏
テクニック」
が表現全体の良し悪しを決めてしまうこと
がままある。
そんなテクニック、つまり音楽的な感性を機械に持
たせることができるのか？世の中には、その夢に向かっ
て日々システム開発にしのぎを削っている研究者がい
る。ここでは、そんな研究者の戦いの場、演奏表情付
けコンテストRenconについて紹介します。

妙にコントロールした素晴らしい演奏を聴衆に届けている。この
ような
「感性」
の部分をコンピュータ上で実現するのは、実は、世
界一強いチェスのプログラムを作るよりも難しい、研究者にとっ
て、自動演奏は、1950 年代に人工知能が登場した頃からの難問
として存在し続けている．

２. 聞いて、学んで、挑戦する
ところで人工感性がつくる演奏はどうやって評価すればいいの
だろうか。コンピュータプログラムの性能は、通常、実行速度や

１．人工感性の夢
ベタ打ちの MIDIデータやクォンタイズをかけたデータは機械
的だ。テンポや各音の微妙な強弱変化は音楽の命であり、その作

ると、その評価にはどうしても、数値では測りきれない人間の 鑑
賞耳 が必要になってくる。
そこで 2002 年 に 始 まった の が Rencon（performance REN

り込み自体が DTM の醍醐味であり、同時に、この上なく煩雑な

dering CONtest）
プロジェクトだ。演奏システムを一堂に集め、

作業でもある。

コンテスト形式で、つまり、互いの演奏を聴き合い、その良し

「自動演奏」
といえば面白みのない機械的な演奏の代表格と思わ

悪しを人間の耳で聴き比べようというものである。2002 年の

れてきたが、最近のDAWシーケンサーでは、大量の演奏ライブラ

京都開催を皮切りに、これまでに年 1回のペースで世界各地で

リから気に入ったパターンの演奏を取り込めたり、特定のフレーズ

Renconが開催されている。

に○○風という指定を与えればそれっぽい演奏表情をつけてくれ

人間が参加システムの演奏を聴いてその良し悪しを判定する。

たりと、ずいぶん至れり尽くせりになった。コンピュータは、与え

システムの開発者はその評価を踏まえてシステムを改良し、次の

られた楽譜をミスなく正確に、ときにプロの演奏家も到底真似でき

コンテストに向けてさらなるパワーアップを図る。この繰り返し

ない速いパッセージを演奏することができる。しかし、本当にコン

を続けて行けば、いずれは、2050 年にはコンピュータの演奏が

ピュータは
「自在に」
音楽を表現できるようになったのだろうか？

ショパンコンクールで優勝してしまうかもしれない。もちろん、

答えから言うとまだまだ
「ノー」
である。コンピュータがいまやっ

そんなことが簡単に実現してしまうことはないだろうが、Rencon

ているのは、人間の演奏をそっくりコピーしたり、この記号は

には、音楽情報処理技術の開発・普及のためのランドマークして

velocityをいくつにしろ、などと人間に指示されて
「機械的に」
表

の意味合いがある。人間でないコンピュータに人間の演奏を真似

情をつけているだけなのである。人間の演奏家は、楽譜に直接的

させてみることで、音楽における人間の凄さを知ろう、人間がよ

に書かれていない作曲家の意図を楽曲分析を通じて読み取り、と

り豊かな音楽の世界を楽しめるようにコンピュータの使い道を考

きに独自の解釈も加えて、テンポや強弱変化、奏法をみずから絶

えよう、これが Renconの狙いだ。

図 1 演奏生成システムの将来像を描いたロードマップ。いずれは機
械の演奏が人間の演奏コンクールでも十分に認められるようになる日
が来る！？
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図 2 演奏生成システムのおもな表
情付け処理手順。
（上）ルール型シ
ステムは…音楽構造や演奏記号に
沿った適切な演奏方法
（スタッカー
トなら音の長さを短くする、アクセ
ントなら音の強さを大きくする、な
ど）
に関するルールを適用して演奏
を生成する。
（下）
事例参照型システ
ムは…音楽構造や旋律に対して、そ
れに似た旋律をデータベースの中か
ら探し、その弾き方を転写する。音
楽構造や演奏ルールのパラメータ
（音の強さや長さなどの変化率）
を
どう決めるかということについては、
かつては人間の耳で演奏を聴きなが
ら手探りで行なわれていたが、90
年代後半以降、実際の演奏事例を集
めて分析し、そこから得られる値を
「学習する」
研究も進められている。

橋田光代

（はしだみつよ）

片寄晴弘

「音楽情報科学研究会」
へ参加してみませんか ?

（かたよせはるひろ）

2001 年国立音楽大学大学院音楽研究科音楽学専

1991 年大阪大学基礎工学研究科博士後期課程修

攻音楽デザインコース修了。2006 年和歌山大学シ
ステム工学研究科システム工学専攻修了。修士
（音

了。工学博士。現在、関西学院大学理工学部教授。
音楽情報処理、コンテンツ Design & Creation、心

楽）
、博士
（工学）
。現在、関西学院大学理工学研究

理計測の研究に従事。科学技術振興機構 CREST

情報処理学会 音楽情報科学研究会
（SIGMUS）
は、コンピュータ
と音楽とが関わり合うあらゆる場面を活動対象とする学際的研究
会で、年 5 回の研究発表会を開催しています。研究会に会員登録
すると、研究発表会の参加費が無料になるだけでなく、過去の全

科ヒューマンメディア研究センター博士研究員。

「時系列メディアのデザイン転写技術の開発

研究発表会の論文のダウンロードなどの特典があります。研究会

パフォーマーから創り手に、そして研究者へ。立
場を変えながら常に
「音楽のある時間を表現するこ

（CrestMuse Project）
」
研究代表者。
パフォーミングアートをはじめ、広くエンターテ

の登録方法や研究発表会の開催に関する最新情報などは http://

と」
に向き合っている。

インメントとなりうる事柄に深い関心を持つ。

3. 演奏表情付けコンテストRencon

www.sigmus.jp/ をご覧ください。

それだけに、
「ラクして作りたい」
ところもあれば
「この部分に徹底
してこだわりたい」
ところもあるだろう。

Renconは、演奏システムを一堂に集め、それぞれの生成演奏

「演奏支援部門」
では、市販の音楽編集ソフトウェアまたは独自

を人間の耳による聴き比べで評価するコンテストプロジェクトで

開発システムのいずれかを用いて、参加者が制限時間の中で演奏

ある。コンテストの形態は毎年少しずつ変遷してきたが、ここ数

表情の作り込みを行う。自律システム部門とは異なり、この部門

年では、
「自律システム部門」
と
「表情付け支援部門」
の２柱が中心

での主役は演奏システムを使う 人間 である。システムの役割と

となっている。以下、この２つの部門の実施要領を紹介しよう。

しては、人間の作業をどれだけスムーズに支援できるかが問われ

■自律システム部門：自律的人工感性への挑戦

る。
ここでは、
制作された演奏の良し悪しだけでなく、
人間
（ユーザ）

コンピュータにとって難しいのは
「感じること」
である。
「音楽構
造の解析」
「自身が生成した演奏の評価」
の機能が実現されている

の制作作業効率やシステムのインターフェースデザイン、人間に
よく使われる機能などを観察することが狙いである。

演奏システムはほとんどない。
「良い」
演奏を生成するためには、
これらの機能を補填すべく、演奏生成過程
（図２）
のいずれかの段
階において、人間による何らかの 手助け が必要となる。
演奏生成に人の手が入ってしまうと、システム自体の能力を比
較することが難しくなる。この問題を防ぐため、自律システム部

4. Rencon の実施概況と展望
ここ数 年 の 間に、演 奏 に関するさまざまなデ ータベ ース
（Mazurka Project、CrestMusePEDB※など）
の整備が進んでおり、

門は以下のルールのもと、聴き比べが行われている。

演奏表情付けのシステムも、これらデータベースを用いて演奏ルー

(1) 新作楽譜に対する制限時間つきの演奏生成 コンテスト用に新

ルを学習するものや事例を参照して演奏を生成するものが多く開

作された課題曲を当日はじめて発表し、その直後に制限時間

発されている。認知的音楽分析理論※を導入する動きも活発だ。

内で演奏生成を行うというもの。課題曲を当日発表すること

演奏システムの将来的な技術課題の一つとして、コンピュータ

により、事前にシステムの開発者が楽曲に特化したパラメー

自身が演奏の良し悪しを判断できる
「耳」
の機能を付加するという

タを準備調整するのを防ぐ。

ことがあげられる。また、現状の Renconは、自動ピアノを使っ

(2) 様式の異なる楽曲に対する表情付け演奏様式の異なる二つの

て実施されているが、いずれ人間と演奏を競いあっていくために

楽曲を生成対象とすることにより、 システムの汎用的な演奏

は、手足や身体を持つことも必要になってくる。その上で新たな

表現能力を問う。

研究課題もみつかってくるだろう。

(3) 生成処理過程における音だし禁止生成された演奏に対し人間
が手修正・評価を行い、再生成を行ったりすることを不可と
する
（図３）
。

「音楽感性を持った」
ロボットの開発、より心地よく音楽表現を生
成するためのインタフェース．
．
．見果てぬ夢は続く。
※ 例えば、この部分でフレーズの切れ目を感じる人が多い等、ヒトの認知・
知覚に基づいた音楽理論。

■表情付け支援部門： 意図に応える コンピュータ
冒頭に述べたように、演奏表情の作り込みは人間のクリエイ
ターにとってもっとも重要で、かつ手間暇のかかる作業である。

参考文献
Rencon の最新情報は http://www.renconmusic.org/ にてご覧いただけま
す。※ CrestMusePEDB: http://www.crestmuse.jp/pedb/

図 3 自律システム部
門の演奏生成手順。い
ちどシステムが演奏生
成を開始したら、人間
はそのプロセスを邪魔
することができないよ
うになっている。

図 4 （ 上 ）EC-Rencon 会 場 全 景。
（右）
シ ス テ ム 演 奏 の お 披 露 目 中。Virtual
Philharmony（表情付け支援部門）
は、シー
ケンサで表情付けを施した MIDI データ
をピアノで演奏させ、さらに指揮を振っ
て
（右図左上）
仕上げの表現を行っている。
競争相手の演奏に、他の競技者らが真剣
に耳を傾ける様子もうかがえる。

訂正 2009 年 10 月号および 11 月号にて連載回数を誤って掲載していました。正しくは
「2009 年 10 月号 第 12 回」
「2009 年 11 月号 第 13 回」
です。
読者ならびに関係者の皆様にお詫び申し上げます。
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