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要  旨 

楽曲を用いたイベントでは，曲の盛り上がりの部分であるサビ等の楽曲構造に合わせて演出を行う必要がある．

しかし，人間が楽曲構造を判断するには時間的コストが大きい．そこで本稿では，楽曲データの一定時間間隔で区

切ったメルスペクトログラムを CNN モデルの VGG16 で学習し，自動で楽曲構造の検出を行う方法を検討する．また，

k-means++法を用いた楽曲構造検出との精度の比較を行う．

1. はじめに

近年，音楽イベントが多く開催され，現在ではオンライン

での開催も増えつつある．イベントの演出を考える際には音

楽のAメロやサビといった楽曲構造から演出を考えることが

多い．したがって，演出構成をするには演出を行う曲の楽曲

構造を判断する必要がある．また，効果的な演出を行う際に

は楽曲構造の区切りが重要視される．現在は人が楽曲を聞い

た上で構造を判断しているが，これでは演出を構成するのに

時間が掛かってしまう．自動で楽曲構造を判断することがで

きれば，その結果を用いて演出を自動で構成することができ，

現在より多様な音楽イベントの開催が可能となる． 

本稿では，楽曲データをCNNモデルのVGG16で学習し，自動

で楽曲構造の境目の検出を行う方法を検討する．楽曲データか

ら歌い手の声を抽出し，その音声データをメルスペクトログ

ラムに変換して用いる．また，クラスタリングの手法であるk-

means++法を用いた楽曲構造の境目の検出との精度の比較を行

う． 

2. 楽曲データの前処理

楽曲の生データは音声信号の波形データである．しかし，

この状態では各周波数の音がいつ，どの程度の出力であるの

かを把握することが難しい．そこで，短時間フーリエ変換を

用いて音声信号をスペクトログラムに変換する．また，楽曲

は人が聞くことを前提としている音声であるため，人の聞こ

え方を考慮したデータに変換することが望ましい．そこで，

メル尺度に基づくメルスペクトログラムを用いる．メル尺度

は人間の聞こえ方を考慮した尺度であり，人の耳でよく聞こ

える低音部分は細かく表示され，高くなるにつれて大まかに

表示される． 

楽曲全体をメルスペクトログラムに変換した結果を図

1(A)に示す．この状態では，構造の判断が難しいと考えられる．

そこで，Spleeter[1]を用いて楽曲データから歌い手の声のみ

を抽出して用いる．抽出した音声データのメルスペクトログ

ラムを図 1（B）に示す．図 1 の下部にあった低周波の音と，

歌詞と歌詞の間にある間奏部分が取り除かれ，ある程度楽曲

構造の区切りが明らかとなっている．このメルスペクトログ

ラムの値を用いて学習を行う． 

本稿ではサンプリング周波数 44.1khz の楽曲データを用い

て学習を行う．今回は1組のアーティストの楽曲を66 曲用意

し，python のライブラリである librosa[2]を用いて，短時間

フーリエ変換を行った．窓関数は2048でホップ長は512とし，

5 秒間のメルスペクトログラムに変換を行った．5 秒のデータ

にすることで224×216の2次元配列として出力されるため， 

(A)楽曲全体 (B)声のみ

図 1 メルスペクトログラム 

表 1 k-means 法を用いた混同行列 

空のデータには最低値である -80を代入し，224×224にリサ

イズを行った． 

3. k-means++法を用いた区切り検出

深層学習を行う前に k-means++法を用いたクラスタ分析を

行い，区切りがあるデータとないデータで生成されたクラスタ

の分析を行う．分析した結果を表1に示す．2クラスに分類を

行った結果，区切りなしに分けられたデータは500個で，その

うち 97 個は区切りありのデータであった．また，区切りあり

に分けられたデータは140個で，そのうち123個は区切りなし

のデータであった．このことから，一定の割合で分類が難しい

データが存在することが分かった． 

4. 深層学習を用いた区切り検出実験

4.1 実験条件 

前処理で作成したデータの中に楽曲構造の区切りが存在す

るか，存在しないかの2クラスに分類を行う．学習には，ニュ

ーラルネットワークライブラリとしてKerasを，バックエンド

としてTensorFlow を使用した．モデルはVGG16 を使用する．

出力部の全結合層は2層とし,1層目はReLU，2層目はSoftmax

を活性化関数として用いた．また，1層目には過学習を抑える

ためにL2 正則化を用いた．最適化手法はAdaGrad を使用しパ

ラメーターはデフォルト値を用いた．Epoch数は1000，バッチ

サイズは64で学習を行う．学習では60曲 6441 個のデータを

用いて学習を行う． 
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4.2 実験結果・考察 

 学習を行ったモデルに対して 6 曲 640 個のデータで精度の

確認を行い，2 で行ったクラスタ分析の精度と比較を行った． 

 学習曲線を図2に，0 epochと1000 epoch時の混同行列を

表1に示す．学習曲線の0から200 epochまでのval_accuracy

の値をみると0.8219であった．これは0 epochの混同行列か

らもわかるように，すべてのデータを区切りなしと予測してい

るためである．その後，学習を継続していくにつれて識別率が

下がっている．学習を行った後に正しく識別された画像群を図

3に示す．1・2は区切りなしと判断されたデータ，3・4は区切

りがあると判断したデータである．1の画像では区切りがない

ように見えるが，2 の画像は 3，4 と同じような特徴を持った

画像になっている．次に誤識別された画像群を図4に示す．5・

6 は区切りではないが区切りであると認識したデータである．

1度離れているのは，歌詞と歌詞の間であったが，構造の区切

りではなかった．7・8は区切りであると判断したが区切りでは

なかったデータである．7 は 2 番 A メロが始まる位置，8 は 2

番Bメロが始まる位置であった．5と8を比べると区切りであ

るのか歌詞と歌詞の間なのかはわかりづらい．このことから，

図1(B)で示したデータではなく，5秒ごとのデータにしたこと

で全体の流れがわからなくなってしまったと考えられる．また，

歌い手のデータでは息継ぎの部分が黒くなってしまい，区切れ

ありのデータに類似してしまったことが学習をしていくにつ

れて学習率が下がった原因であると考えられる． 

3で行ったクラスタ分析の結果と比較をすると，区切りあり

のデータに差はないと考えられるが，区切りなしのデータはク

ラスタ分析より多く正しいラベルに識別されている．このこと

から，区切りなしのデータは学習することで識別できる可能性

があると考えられる． 

図 2 学習曲線

表 2 0epoch と 1000epoch 時の混同行列 

図 3 正しく識別された画像群 

図 4 誤識別されたデータ群

5. 終わりに

本稿では，楽曲データをメルスペクトルグラムに変換し，深

層学習を用いて楽曲構造の境目の検出及び，k-means法を用い

た楽曲構造の境目の検出との比較を行った．楽曲データをその

まま使わずに歌い手の声のみを抽出し，メルスペクトログラム

に変換して入力データとした．クラスタ分析と学習を行った結

果，今回用いた歌い手の声のみのスペクトログラムでは区切り

なしと区切りありのデータに一部類似しているデータが混ざ

っていたため，正確に分けることはできなかった．だが，深層

学習を用いることで区切りなしの識別率を上げることができ

た．今後は識別率をさらに向上させるため，学習データを歌い

手の声のみではなく，低周波帯の音や歌い手の声に近い周波数

帯を用いてデータを作成し学習を行う． 
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