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概要: 近年, 音楽情報処理や音楽情報検索(Music Information Retrieval) の分野で, いかにより豊かな人間と音楽との関係を実現

出来るかということについて様々な議論がなされている. 本研究では, 音楽を聴くという行為の枠組みの中での豊かな音楽体験と
は, 聴取する音楽の解釈や理解が深まることで達成できるとみなしており, それを実現するためにユーザーが所持する音楽の 
メタデータに基づく, 音楽の文脈情報示唆インターフェースを制作した.  
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1. 始めに 
	 本研究における音楽の文脈情報とは年代, 地域, ジ
ャンルの 3つを指し, これらの情報は対象とする音楽がど

のような時代や地域の中で生まれたかを伝えるものである. 

このような音楽に関する様々な文脈の情報は, 対象とする

音楽の理解を深める上で重要であり, それらを知ることは

以前よりもその音楽に対する理解や解釈を深める契機とな

る. 本研究が制作したアプリケーションは, ユーザーが端

末内に所持する音楽ファイルからそれらのメタデータ

をまず読み込み, それらをもとに年代順に音楽を螺旋
上にマッピングする. 本アプリケーションはいくつか
のインタラクションを備えたビジュアライゼーション

でもあり, ユーザーは描画される 3 次元空間内の視点
を自在に操作することが出来るのみならず, ジャンル
や地域に焦点を置いた音楽のマッピングを行うことに

よって, 対象とする音楽がどのような変遷の中にある
のかを一目で把握できるようになっている.  
 
2. 本研究の背景  
	 本研究は, コンピューター上で音楽の情報を取り扱
うという観点から音楽情報処理, 音楽情報検索の研究
として位置づけることができる. 同時に, 音楽の理解
や性質に関する研究として音楽学や, 音楽の文脈とい
う抽象的な情報をインタラクティブに可視化する研究

として情報可視化 (Information Visualization) の分
野とも関連のある研究である. 
 後藤真孝らの Songle や Songrium を筆頭に, 能動的
音楽鑑賞や音楽理解能力拡張インターフェースという

観点から様々な研究がなされており, いずれもユーザ
ーと音楽のより良い関係を築くことを支援している. 
本研究でも同様にユーザーの音楽の理解を深めること

を支援するものであるが, 従来の研究は音響情報に着
目しているものが多く, メタデータを活用している研
究でも更に音楽の年や地域などの情報に積極的な意味

を持たせたりしているものはほとんど見られない. 一
方, 音楽情報検索の分野では, 対象とする音楽のバッ
クグラウンドに関する情報の重要性が示唆されている

報告はいくつか見られ, 実際に音楽の文脈をテーマに
扱った研究として, どのアーティストがどのジャンル
に属するかの基準はそれを聴く人の属す社会や文化に

基づくというアプローチのもとアーティストとジャン

ルの近親性を多数のプレイリストに基づいて評価した

ものや, 地域とジャンルの関連性に対し相関規則学習
を応用して民謡の分類を行ったものなどが挙げられ, 
様々なかたちで音楽とその音楽の文脈情報とのつなが

りを探求する研究が見られる. 本研究もそのような音
楽の文脈情報に着目した研究の一つであり, 音楽の文

脈情報を積極的に示唆するシステムの有用性を提案す

る. 特に, 音楽情動研究の分野において頑健な音楽情
動の心理モデルとして近年提唱されているBRECVEM
理論のように, 音楽を聴いて生み出される感情や情動
は, 音響情報のみではなくそれ以外の様々な情報も相
互に作用することで生じるものと捉えられるようにな

ってきている. 同時に, 認知科学の観点から見れば音
楽の文脈情報とは長期記憶の一種である意味記憶であ

り, かつ音楽文化によって形成されるスキーマとも関
連があるものであり, 今後音楽の文脈情報が情動の媒
体としてどのように作用するかが明らかになることで

本研究も発展していくと期待出来る. 
	 他方, 音楽の情報或は知識と理解に関する議論の先
駆としてエドゥアルド・ハンスリックが挙げられるが, 
当時は音楽の知識といえば和声や形式など作曲上の知

識, 特に形式を知覚する能力, を指す傾向にあった. た
だニコラス・クックは形式として聴くことは音楽をコ

ンテクストから切り離したいわば「音楽を考えるやり

方」であって「音楽を経験するやり方」はまた別の聴

取行為であると指摘し, その後様々な議論が進んだこ
とによって音楽自身をとりまく文脈や文化と音楽の受

容の結びつきが注目されるようになった. 本研究は音
楽の文脈情報がテキストのメッセージを捉える際の文

脈の把握, そして対象の音楽美や音楽観を考察する際
の文脈の把握の 2点において有用だと捉えている.  
	 ビジュアライゼーションの観点から見れば, 本研究
は蓄積された音楽ファイル内に内在する歴史性の視覚

化を地域, ジャンルという二つの情報と関連づけて実
現したものであり, 加えてより豊かなインタラクショ
ンを実現するために制作された専用のボール型コント

ローラーやタッチスクリーンといったインターフェー

スを駆使したインタラクションを組み込むことでユー

ザーの能動的な音楽への理解を促進させている. 特に
年代や地域, 社会性といった要素を相互に関連づけた
研究として, Marcoによる意味別, 社会関連別, 地理別, 
時間軸の 4 つに応じてユーザーの文献目録のデータを
マッピングするアプリケーション ATLAS が挙げられ, 
データに潜む多様な関係性や構造をマッピングする上

での地域情報と時系列情報の重要性を示している. 
 

3. ビジュアライゼーション手法について  
 音楽の文脈情報という抽象的な情報をどのようにユ
ーザーに伝え, そして意味を引き出せるようにするか
という視点から, 本研究では次のようなビジュアライ
ゼーション手法を考案した. 即ち, 時系列的な要素を
強調して音楽コンテンツを年代に沿って螺旋状或は円

環状に配置する. 続いて地域とジャンルの視覚情報と



してそれぞれ国旗と文字列からハッシュ値を取得して

生成した色を割り当て, 年代に沿ってどの地域のどの
ようなジャンルの音楽が並んでいるかが一望出来るよ

うにした. 加えてアーティスト名やアルバム名, ジャ
ンルはテキストとして配置されている. なお, この螺
旋状の集合を以降螺旋オブジェクトと呼ぶ (図 1).  

 

 
図 1 螺旋オブジェクトの概観 

 
更にジャンルや地域に着目したい場合, ユーザーはジ
ャンルか地域かのどちらかのモードを選択した上でパ

ーティクルをクリック或はタッチすることで, その音
楽と同ジャンル或は同地域の音楽を時系列順に円状に

表示する (図 2).  
 

 
図 2 円環オブジェクトと螺旋オブジェクト 

 
このようにまず螺旋オブジェクトで全体的な流れを一

望し, 続いて円環オブジェクトの生成によってジャン
ルや地域ごとに音楽の動向を追えるようにすることで, 
ユーザーにそれぞれの音楽がどのような文脈のもとに

あったのかをより示唆出来るよう試みており, これに
よってユーザーはどのような音楽がどのような地域や

年代に存在するのかという音楽の分布図を描くことが

出来るようになる. また, このように音楽が配置され
ている空間を本研究ではマッピング空間と呼んで. マ
ッピング空間は音楽の分布を示すメタファーであり, 
それぞれの音楽がどのような変遷の中にいるのかを表

現している. 
 

4. システムの概要  
	 ソフトウェアの開発環境は次の通りである.  
1. Processing 2.0 (32-bit mode) 
2. Java 1.7.0_11 
3. Java™ SE Runtime Environment (1.7.0_11-b21) 
4. Java HotSpot™ 64-Bit Server VM (23.6-b04) 

 

またアプリケーションの構成は以下のような概略図の

ようになっている (図 3). 

 
図 3 アプリケーションの概要 

 
MP3 や AAC コーデックによって変換されたファイルを対象

としており, アーティスト, アルバム, ジャンル, 年はそれぞ

れのコンテナのボックスの中から取得し, 地域情報は

GraceNote の提供する WebAPI と通信して取得している. イ

ンターフェース側は次の図のようなものである (図 4).  

 

 
図 4 タッチテーブルとボール型コントローラー 

 

5. ユーザーテストの実施  
	 本システムの形成的評価を得るために思考発話法に

よるユーザーテストを 20代の男性 6名, 女性 2名に対
して実施した. それによりインタラクションのデザイ
ンやユーザビリティ上の問題, ビジュアイゼーション
上の課題などが発見できた. 一方で, 本システムが音
楽の歴史を勉強する機会になることや, 既存のアプリ
ケーションでは表示されないつながりや歴史が見えて

くるといった評価を得ることが出来た.  
 

6. 総括  
 本研究では, より豊かな音楽体験を実現するために
音楽の文脈情報を示唆するインターフェースを制作し, 
その有用性について議論した. 豊かな音楽体験を実現
する試みとして様々な研究がなされているものの, 音
楽の歴史性や文化といった要素を音楽体験と関連づけ

るものは少ない. その意味において, 本研究がより豊
かな音楽体験を実現するにあたって新たな議論を巻き

起こすことが出来れば幸いである.  
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