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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
提供されたテスト音源で音源特性を演奏時間全体にわたって定量化して獲得したテスト演
奏情報と、検証された複数の音源で前記演奏時間全体にわたって前記音源特性と同じ種類
の音源特性を抽出して、前記複数の音源から抽出された音源特性の中心傾向を算出し、前
記中心傾向に対する散布度を算出する統計分析をして得た基準演奏情報とを比較し、前記
演奏時間で前記基準演奏情報の音源特性に対する前記テスト演奏情報の音源特性の差異を
示す独創性指数を算出する段階を含む音源評価方法。
【請求項２】
前記音源特性は、音の高さ、拍子、強弱程度、または奏法情報を１つ以上含む、請求項１
に記載の音源評価方法。
【請求項３】
前記中心傾向は、前記音源特性の算術平均で算出され、前記散布度は、前記音源特性の標
準偏差で算出されるものである、請求項１に記載の音源評価方法。
【請求項４】
前記独創性指数は、下記数式１によって算出される、請求項１に記載の音源評価方法：
［数式１］
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数式１で、Ｒ（ｔ）は、演奏時間ｔでの独創性指数であり、ａｂｓ（　）は、（　）内の
数値に対する各元素の絶対値を算出する関数であり、ｂは、前記検証された複数の音源か
ら抽出された音源特性の中心傾向の値であり、ａは、前記テスト音源で算出された音源特
性の値である。
【請求項５】
前記独創性指数は、下記数式２によって算出される、請求項１に記載の音源評価方法：
［数式２］

数式２で、Ｒ（ｔ）は、演奏時間ｔでの独創性指数であり、ａｂｓ（　）は、（　）内の
数値に対する各元素の絶対値を算出する関数であり、ｂは、前記複数の音源から抽出され
た音源特性の中心傾向の値であり、ｓは、前記検証された複数の音源で抽出された音源特
性の中心傾向と関連した散布度の値であり、ａは、前記テスト音源で算出された音源特性
の値であり、ｄｉｖ（Ｘ、Ｙ）は、ＸベクトルのＸｎ元素とＹベクトルのＹｎ元素を元素
別に除算する演算子である。
【請求項６】
テスト音源で演奏時間全体にわたって抽出された音源特性を利用して前記テスト音源の独
創性を評価するものであって、
検証された複数の音源で前記演奏時間全体にわたって音源特性を統計分析して算出した基
準演奏情報と、前記テスト音源の音源特性との差異程度を独創性指数で算出するマッチン
グ部と、
前記基準演奏情報を生成する基準分析部を含み、
前記基準分析部は、検証された複数の音源で前記演奏時間全体にわたって音源特性を定量
的に算出する抽出モジュールと、各前記音源特性に基づいて中心傾向を算出する第１算出
モジュールと、
複数の前記音源で算出された各音源特性から前記中心傾向と関連した散布度を抽出する第
２算出モジュールを含む
音源の評価装置。
【請求項７】
前記テスト音源から前記演奏時間全体にわたって前記音源特性を抽出し、抽出された前記
音源特性を定量化してテスト音源情報を生成した後、前記マッチング部の要請に応じて前
記テスト音源情報を提供する認識部を含む、請求項６に記載の音源の評価装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
音源を記録し評価する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
楽器を上手に扱う者でも、新しい曲に対しては繰り返された練習演奏を通じて曲を体得す
ることが一般的である。練習者は、新しい曲に対して楽譜に基づいて間違いなしに演奏を
終えることを目標にする。後に上手に曲を演奏することができるようになれば、演奏者の
曲に対する意図を反映して、自分流の曲解釈を演奏に反映するようになる。当該音楽ジャ
ンルに趣味を有する者であるか、専門音楽人である場合には、原曲から大きく外れない範
囲内で微妙に変化する独創性ある音楽演奏に新しい感動を得て、その価値を高く認める。
【０００３】
新しい曲を練習する初心者の場合には、間違って演奏した部分をレッスン教師が指摘し、
正しい表現方法の教習を受ける段階が必要である。このようなレッスン教師による教習は
、繰り返して行われることによって、教習期間が長く、且つ高い費用が所要されるという
短所がある。
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【０００４】
このようなレッスン教師の教習を代替しようとする研究が行われて来た。従来の技術のう
ち、演奏者が演奏した音楽を電気的信号で分析し、これを楽譜と対比することによって、
演奏した音楽が楽譜と一致するか否かを鑑別する教習装置がある。
【０００５】
このような教習装置は、楽譜を基礎にするので、巨匠の芸術的演奏性向や原本の基本的な
型から外れない水準での微妙な変形程度まで教習することができないという限界がある。
すなわち、原曲に対する個人の独創的な理解を排除し、ひたすら楽譜と完全に一致するこ
とだけを強要する教習方法になるので、専門レッスン教授が提供する微妙な変奏による芸
術的価値に対する判断が加えられない教習が行われる。
【０００６】
韓国公開特許２００１－００１８７４０には、リアルタイム音楽教習システム及びそのシ
ステムでの音楽情報処理方法について開示し、韓国公開特許１９９８－００３２９６１は
、音楽教習システム、音楽教習方法、及びこの方法を実現するためのプログラムを記録し
た記録媒体について開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】韓国公開特許公報第２００１－００１８７４０号
【特許文献２】韓国公開特許公報第１９９８－００３２９６１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明による一実施形態は、演奏した音楽の理解をさらに深くし、具体的に、目標とする
曲に対する専門演奏者の多様な解釈を定量的に提示することができる。
【０００９】
新しい曲に対する演奏を学ぶ初心者には、従来の技術より改善した教習手段が提示される
。
【００１０】
その他、本発明の詳細な目的は、以下に記載する具体的な内容を通じてこの技術分野にお
ける専門家や研究者に自明に把握され理解されることができる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記課題を解決するために、本発明の一実施形態による音源評価方法は、提供されたテス
ト音源で音源特性を演奏時間全体にわたって定量化して獲得したテスト演奏情報と、検証
された複数の音源で前記演奏時間全体にわたって前記音源特性と同じ種類の音源特性を抽
出して統計分析した基準演奏情報とを比較し、特定の演奏時間で前記基準演奏情報の音源
特性に対する前記テスト演奏情報の音源特性の差異を示す独創性指数を算出する。
【００１２】
ここで、音源特性は、音の高さ、拍子、強弱程度、または奏法情報のうち１つ以上を含む
ことができる。
【００１３】
また、統計分析は、前記複数の音源から抽出された音源特性の中心傾向（ｃｅｎｔｒａｌ
　ｔｅｎｄｅｎｃｙ）を算出するものであるか、これに加えて中心傾向に対する散布度を
算出するものであることができる。
【００１４】
具体的な例示として、中心傾向は、音源特性の算術平均で算出され、散布度は、音源特性
の標準偏差で算出されることができる。
【００１５】
なお、複数の演奏音源から抽出される音源特性を演奏時間全体にわたって定量化し、各演



(4) JP 6420345 B2 2018.11.7

10

20

30

40

50

奏時間で前記音源特性を統計分析した基準演奏情報を得ることを特徴とする演奏情報分析
方法とそれによって算出された基準演奏情報を含んでいる記録媒体が提示される。
【００１６】
なお、テスト音源で演奏時間全体にわたって抽出された音源特性を利用してテスト音源の
独創性を評価するものであって、検証された複数の音源で前記演奏時間全体にわたって音
源特性を統計分析して算出した基準演奏情報と、テスト音源の音源特性との差異程度を独
創性指数で算出するマッチング部を含む音源の評価装置が提示される。
【００１７】
ここで、音源の評価装置は、テスト音源で演奏時間全体にわたって音源特性を抽出し、抽
出された音源特性を定量化してテスト音源情報を生成した後、マッチング部の要請に応じ
てテスト音源情報を提供する認識部を含むことができる。
【００１８】
ひいては、音源の評価装置は、基準演奏情報を生成する基準分析部を含むことができ、基
準分析部は、検証された複数の音源で演奏時間全体にわたって音源特性を定量的に算出す
る抽出モジュールと、各音源特性に基づいて中心傾向を算出する第１算出モジュールとを
含むことができ、基準分析部は、複数の音源から算出した各音源特性から中心傾向と関連
した散布度を抽出する第２算出モジュールを含むことができる。
【発明の効果】
【００１９】
本発明の一実施形態によれば、定形化された楽譜ではない専門家の実際演奏を基盤とする
基準演奏情報を提供することによって、当該曲の変形の程度を含む高級情報をユーザに提
示することができ、数値で提示する評価基準を活用することによって、練習演奏者の演奏
実力を定量的に分析することができる。
【００２０】
本発明の一実施形態による演奏評価方法と評価装置は、当該曲の多様な変形演奏の可能性
、巨匠の演奏と自分の演奏の定量的な比較などを通じて専門レッスン教師の水準に近接し
た教習効果をもたらす。
【００２１】
その他、本発明の効果は、以下に記載する具体的な内容を通じて、または本発明を実施す
る過程中にこの技術分野の専門家や研究者に自明に把握されて理解されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態による演奏情報分析方法を概略的に示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態による演奏評価装置と演奏評価方法に関して概略的な構成を示
すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下、添付の図面を参照して本発明による音源評価方法、これに使用される演奏情報分析
方法及び記録媒体並びにこれを利用した音源の評価装置の構成、機能及び作用を説明する
。但し、同一または同様の構成要素に対する図面番号は、統一して使用することにする。
【００２４】
添付の図面は、本発明が適用された実施形態を示すものであって、本発明の技術的思想を
添付の図面を通じて制限解釈してはならない。この技術分野に属する専門家の見地から、
図面に示された一部または全部が発明の実施のために必ず要求される形状、模様、手順で
はないと解釈されることができたら、これは、請求範囲に記載された発明を限定しない。
【００２５】
明細書全体で、或る部分が或る構成要素を「含む」とするとき、これは、特に反対される
記載がない限り、他の構成要素を除外するものではなく、他の構成要素をさらに含むこと
ができることを意味する。また、明細書に記載された「…部」、「…器」、「モジュール
」などの用語は、少なくとも１つの機能や動作を処理する単位を意味し、これは、ハード



(5) JP 6420345 B2 2018.11.7

10

20

30

40

50

ウェアやソフトウェアまたはハードウェア及びソフトウェアの結合で具現されることがで
きる。
【００２６】
本発明の一実施形態による音源評価方法は、演奏者が演奏した結果物、すなわち音源を評
価する方法である。
【００２７】
楽器や歌を用いて作られる音源は、音楽を構成する成分である、音源特性を含む。
例えば、音源特性は、音の高さ、拍子、強弱程度、または奏法情報などを１つ以上含むこ
とができる。
【００２８】
ここで、強弱程度は、スフォルツァンド（ｓｆｏｒｚａｎｄｏ）、スフォルツァート（ｓ
ｆｏｒｚａｔｏ）、フォルツァート（ｆｏｒｚａｔｏ）、フォルテピアノ（ｆｏｒｔｅｐ
ｉａｎｏ）、スフォルツァンドピアノ（ｓｆｏｒｚａｎｄｏ－ｐｉａｎｏ）などで表現さ
れるものであって、演奏での平均的な音の強さに対して相対的な特定音の音量を示す。
【００２９】
また、奏法情報は、木製楽器、打弦楽器、擦弦楽器など楽器の分類と種類によって多様に
運営される演奏技法を言う。例えば、木製楽器は、アーティキュレーションによって多様
な音楽性心像を表現することができ、これは、タンギングと息を出す方法によって同じ１
つの小節を非常に多様に演奏するものであって、ノン・レガート奏法、レガート奏法、ポ
ルタメント奏法、スタッカート奏法などがある。他の例として、代表的な擦弦楽器である
バイオリンの場合には、音を継ぐ方式が、弓を扱う方法によって、レガート奏法、デタシ
ェ奏法、 コル・レーニョ奏法、 スル・ポンティチェロ奏法などの多様な演奏技法がある
。
【００３０】
音源から特定の音源特性を抽出する具体的な装置や方法は、広く知られたものと同一であ
ることができる。例えば、ギターチューナーの場合に、ギター弦を叩いた音がチューナー
に入力されて、意図した音と一致するか否かを知らせる。電子ギターのようなデジタル装
備を備えた複数の楽器は、演奏音をデジタル信号で出力する。
【００３１】
評価する音源であるテスト音源は、ユーザが直接演奏したものをマイクなどで入力される
か、録音したものを使用することができる。テスト音源で音源特性を算出する認識部は、
音源が入力されるためのマイクや外部の音響機器から音楽が伝送される電気端子などの受
信モジュールを具備する。または、受信モジュールは、通信ネットワークを介して音源が
供給されることができる。
【００３２】
認識部は、提供されたテスト音源から音源特性を抽出し、これを定量化してテスト演奏情
報を生成する。ここで、音源特性を抽出するという意味は、提供される音源で目的するサ
ウンドをフィルタリング手段を用いてフィルタリングする過程を含む。周知のように、音
源で目的するサウンドを除いた残りのノイズを減らすフィルタリング手段が使用されるこ
とができる。
【００３３】
ここで、目的とするサウンドは、提供された音源のうち評価すべき対象とする特定のサウ
ンドを意味する。例えば、ピアノと複数の管楽器を含む合奏の場合に、受信モジュールを
介して入った合奏音源のうち、ピアノのメロディーだけを選択的に抽出するものである。
【００３４】
また、音源特性を抽出する過程中で音域帯加減調節、トーンの加減調節などの付加的な音
源処理が行われることができる。
【００３５】
抽出された音源特性は、定量化過程を通じて大小の差異を区分することができる数値より
なるテスト音源情報として算出される。音源特性が１つの種類よりなる場合、テスト音源
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情報は、１つの数値で算出されるが、音の高さと拍子をすべて評価する場合のように、２
種以上を抽出して定量化する場合には、ベクトル値で算出される。
【００３６】
この際、テスト音源を通じて生成されるテスト音源情報は、演奏時間全体にわたって順次
に抽出される。ここで、演奏時間は、秒単位の時間流れを示す単位であるか、当該音楽の
楽譜上で小節単位の流れを示す単位であることができる。
【００３７】
既に定形化された背景音によってテスト音源が生成される場合には、実際時間単位を演奏
時間として定めることができる。
【００３８】
大部分の場合に、同じ曲であるとしても、演奏者によって曲を始めるときから終えるとき
までの時間、すなわちランニングタイムが少しずつ変わるため、楽譜の小節進行の程度を
演奏時間の基準とした方が良いことがある。
【００３９】
認識部は、生成されたテスト音源情報を保有しつつ、後述するマッチング部の要請があれ
ば、テスト音源情報をマッチング部に提供する。
【００４０】
なお、テスト音源から定量的に抽出した音源特性を対比する、評価基準になる音源特性が
必要である。この音源特性は、基準分析部を介して算出され、基準演奏情報として格納さ
れる。
【００４１】
基準分析部は、音源評価装置に具備されるか、別途の独自の装置を使用することができる
。例えば、基準分析部は、音響スタジオで独自的に具備され、評価基準になる音源特性を
収集、分析し、その結果による算出結果のみを音源評価装置が保有するように構成される
ことができる。
【００４２】
基準分析部が処理する音源は、演奏実力が検証された音源を対象とする。基準分析部で分
析対象として選択された音源の信頼性は、評価基準の正確度及び信頼度に直結されるので
、可能な限り、正しい演奏をしたと認められるか、立派な演奏と認められる多数の音源を
対象にした方が良い。検証された音源は、市販のアルバムを通じて得ることができる。例
えば、クラシックの場合には、有名作曲家の特定曲に対して多様なバージョンの演奏ＣＤ
が流通している。または、検証された音源は、インターネット、ラジオ、テレビのような
公衆媒体を介して入手することができる。歌曲の場合に、多数の歌手が長期間にわたって
繰り返して公演する傾向があり、ライブアルバムやコンサート現場で音源を収集すること
ができる。
【００４３】
構成面において基準分析部は、抽出モジュール、第１算出モジュール、及び第２算出モジ
ュールを含む。ここで、第２算出モジュールは、場合によって省略されてもよい。
【００４４】
抽出モジュールは、検証された音源で演奏時間全体にわたって音源特性を定量的に算出す
るものである。抽出モジュールの構成及び作用は、事実上、前述した認識部の構成及び作
用と同一である。したがって、抽出モジュールと認識部は、相互代替されてもよい。
【００４５】
前述したように、認識部が抽出した音源特性に対して音域帯の加減調節、トーンの加減調
節などの付加的な音源処理をさらに施すように構成される場合、抽出モジュールでも、同
一の条件の付加的な音源処理を施すように構成した方が良いことがある。
【００４６】
但し、認識部で行われる付加的な音源処理が評価する音源特性と関係ない場合なら、抽出
モジュールでは、付加的な音源処理が省略されるか、または加わることができる。例えば
、評価する音源特性が拍子の場合に、トーンを調節する音源処理は、認識部または抽出モ
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ジュールのうちいずれか１つだけで行われてもよい。
【００４７】
第１算出モジュールと第２算出モジュールは、複数の音源で得られた音源特性を統計分析
して、基準演奏情報を生成する手段である。
ここで、演奏時間全体にわたって毎度音源特性が抽出されるので、これを加工した基準演
奏情報が演奏時間全体にわたって複数個で算出される。
【００４８】
統計分析は、多数の音源で特定の演奏時間に抽出した音源特性を統計分析し、１つの数値
で算出する過程である。
【００４９】
１つの曲に対して解釈を異にする専門家は、彼らの独創的な演奏を通じて本来の曲を変形
させて演奏するようになる。このような曲の変形は、変形的な演奏（変奏ともいう）で反
映され、曲の特定部分で多様に変形された音源特性が統計的数値で算出される。ここで、
専門家は、個人だけでなく、団体になることができる。
【００５０】
従来の技術のように、楽譜自体を評価基準として設ける場合、元の作曲者の意図による単
一化された評価基準が得られるが、本発明の一実施形態によれば、多数の専門家が演奏し
た音源を統計分析することによって、専門家の水準で認定され通用される曲変形が認識さ
れることができる。
【００５１】
特に、基準演奏情報を生成する音源の時代的または出処別分類によって、時代別演奏技法
の変遷史、流行る音楽的特徴、曲解釈の変化などが認識されることができ、地域別演奏特
性などが認識されることができる。
【００５２】
当該曲を新たに学ぶ初心者は、専門家が頻繁に使用する個性的表現を把握することができ
、当該曲を深く理解することができる。さらに、初心者は、自分の理解を付加することに
よって、新しい独創的な演奏を行うことができる。
【００５３】
このように、専門家の演奏を分析して得られる独創性の理解と、初心者自分の曲解釈が広
く通用され得る水準であるかに対する確信感の付与は、専門レッスン教授が教習する水準
に近接する高い水準のものである。
【００５４】
また、統計分析は、専門家が演奏した複数の音源が有する音源特性を１つの定量的なデー
タで算出することに意味がある。初心者が演奏したテスト音源から抽出された音源特性と
基準演奏情報との数値的大きさの差異を算出することができるので、当該演奏時間での両
方の音源特性に対する可視的な分析が可能である。また、数値的な判断結果は、初心者の
演奏に対して是非の二分法的判断ではない、どれほど外れるかに対する定量的判断を提示
し、初心者は、さらに良質の評価を自ら行うことができる。
【００５５】
統計分析に対する具体的な例示として、第１算出モジュールは、多数の専門家から得られ
た検証された音源から算出された各音源特性から中心傾向が算出されることができる。
【００５６】
中心傾向（ｃｅｎｔｒａｌ　ｔｅｎｄｅｎｃｙ）は、特定の演奏時間から得られた複数の
音源特性値が任意の音源特性値に殺到する傾向を言う。具体的に、特定の演奏時間に複数
の専門家が演奏した音源特性値が多様に分布しているというとき、これら音源特性値を代
表する特定値を算出するものである。
【００５７】
中心傾向を算出する複数の例示がある。
算術平均は、各音源特性値を加算した後、音源特性の数で分けて算出されるものである。
算術平均を利用する場合、平均から大きく外れる少数の音源特性が平均値に及ぶ影響が大
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きいため、できるだけ多くの専門家の音源を収集することが好ましい。また、曲解釈が比
較的自由に許容され、専門家別に変形が大きく行われる音楽ジャンルの音源を分析するの
に有効である。このような点から、算術平均を中心傾向で算出した基準演奏情報は、初心
者よりは専門的な練習生に適していることがある。
【００５８】
他の例として、中心傾向は、多数の音源特性のうち最頻値で算出されることができる。最
頻値は、多数の専門家が認定して演奏した音源特性を反映するという意味がある。したが
って、初心者に広く通用する信頼性ある評価基準が提示されることができる。
その他、中心傾向は、中央値、幾何平均、調和平均など多様な方法で算出されることがで
きる。
【００５９】
第２算出モジュールは、統計分析において第１算出モジュールの中心傾向を補完する散布
度（ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ）を算出するものである。ここで、散布度は、第１算出モジュ
ールで採択した中心傾向に対する分散程度を意味する。
【００６０】
散布度は、多数の専門家が演奏した音源特性の分散程度を提供することによって、当該曲
の楽譜に対する音楽的解釈の多様性に関する情報を提示する。
【００６１】
具体的に、特定の演奏時間で音源特性の多様性は、すぐ直前の演奏時間での音源特性の多
様性より大きいことがあり、前述した中心傾向だけでは、このような多様性程度に対する
情報を完全に伝達しにくいことがある。多様性が大きい演奏時間の音源特性は、テスト音
源を提供した演奏者に独創的な演奏を許容する範囲が大きいことを通知するので、楽譜を
研究する演奏者は、当該曲の音楽的理解をさらに深くすることができる。
【００６２】
また、当該音源特性の散布度を音源の評価方法に反映することによって、演奏家に良質の
評価を提供することができる。例えば、音源特性の散布度を考慮することによって、特定
の演奏時間で散布度が大きい場合には、テスト音源の音源特性が基準演奏情報と大きく差
異があっても、その差異が、間違って演奏したものではなく、許容され得る範囲内のもの
と結論が出ることができる。したがって、個性を果敢に現わして演奏する専門家の水準に
近接しようとする中級実力者が自分の演奏に対する正しい評価を受けることができる。
【００６３】
散布度は、例えば分散（ｖａｒｉａｎｃｅ）、標準偏差、中間値絶対偏差（ｍｅｄｉａｎ
　ａｂｓｏｌｕｔｅ　ｄｅｖｉａｔｉｏｎ）など、さまざまな計算方法を活用して決定さ
れることができる。
【００６４】
第１算出モジュールの統計分析による音源特性は、分析しようとする音源特性の種類によ
ってベクトル値で基準演奏情報が格納される。また、第２算出モジュールの散布度が、音
源特性の種類によってベクトル値で基準演奏情報に付加される。ここで、毎演奏時間ごと
に音源特性が算出されるので、基準演奏情報は演奏時間の長さによって複数のベクトル値
で形成される。
【００６５】
生成された基準演奏情報は、データベースなどの記録媒体に格納される。記録媒体に格納
された基準演奏情報は、演奏曲によって分類され、各演奏曲には、演奏時間によって統計
処理された音源特性が記載されている。各演奏曲ごとに音源特性の種類によってベクトル
値で格納され、中心傾向と散布度が含まれる場合には、それぞれのベクトル値が存在する
。
【００６６】
同じ演奏曲でも、中心傾向を算出する方法と散布度を算出する方法を異にする基準演奏情
報が具備されることができる。このように多様な基準演奏情報を保有する記録媒体は、後
述するマッチング部が接近し、必要な基準演奏情報を取得する。
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【００６７】
マッチング部は、認識部などで抽出した音源特性と基準演奏情報を演奏時間別に対比し、
両方の音源特性の差異を示す独創性指数を算出するものである。
【００６８】
独創性指数は、同じ演奏時間で基準演奏情報とテスト演奏情報との差異を多様な方式で求
めたものであって、結果値の大きさは、基準演奏情報とテスト演奏情報との差異を意味す
る。すなわち、独創性指数の数値が大きいというのは、演奏者が間違って演奏したもので
あるか、独創性を大きく発揮するものと解釈されることができる。
【００６９】
このような独創性指数を求める方法は、多様に提示されることができる。
【００７０】
下記数式１は、簡単な形態の独創性指数を求める方法のうち１つである。
【００７１】
【数１】

【００７２】
数式１で、Ｒ（ｔ）は、演奏時間ｔでの独創性指数を示す。ａｂｓ（　）は、括弧内のベ
クトル値に対して各元素の絶対値を算出する関数であり、ｂは、当該演奏時間ｔでの基準
音源情報であり、ａは、同演奏時間でのテスト音源情報である。ここで、ｂは、有意な独
創性指数を得るために、基準音源情報のうち中心傾向を使用する。数式１は、特定の演奏
時間ｔで専門家が演奏した音源特性と演奏家が演奏した音源特性との差異を絶対値で示す
ものである。
【００７３】
比較的簡単な数式１は、複数の音源特性を早い時間内に算出しなければならない場合に有
効である。具体的に、速いテンポの音楽演奏で多数の音源特性を総合的に分析する必要が
あるときに使用され、マッチング部に具備された演算装置の負担を軽減することができる
。
【００７４】
独創性指数を求める他の例示は、下記の数式２である。
【００７５】
【数２】

【００７６】
数式２でＲ（ｔ）は、演奏時間ｔでの独創性指数を意味する。ａｂｓ（　）は、括弧内の
ベクトル値に対して各元素の絶対値を算出する関数であり、ｂは、前記複数の音源から抽
出された音源特性の中心傾向の値である。また、ｓは、前記複数の音源から抽出された音
源特性の中心傾向に関連した散布度の値であり、ａは、前記テスト音源で算出された音源
特性の値である。ｄｉｖ（Ｘ、Ｙ）は、ＸベクトルのＸｎ元素とＹベクトルのＹｎ元素と
に分けて、元素別に除算する演算子である。
【００７７】
数式２は、中間傾向と散布度を考慮することによって、テスト音源に対する評価が既存専
門家の曲解釈の多様性程度に影響を受けるようになるという点から、数式１と差別される
ことができる。
【００７８】
具体的に専門家の解釈が多様に適用された部分において音源特性は、数値が大きく変化す
るので、散布度数値が高く算出される。したがって、高い散布度で分けた当該音源特性の
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差異値は、前述した数式１より小さい独創性指数で算出される。
【００７９】
すなわち、多様性が許容される音源特性で独創性指数を低く評価することによって、演奏
者に自分が演奏した範囲が大きく間違わなかったという点を知らせることができるか、独
創性が高い水準と認定されない部分であるという点を知らせることができる。
【００８０】
なお、専門家の音源の統計分析結果、散布度が小さく出る部分は、変形の許容性が少ない
部分であって、既存に専門家によって広く使用される音源特性がほぼ統一されている部分
と見なされる。このような部分に対して基準演奏情報とテスト演奏情報との差異が大きい
場合には、これは、演奏者が間違って演奏した可能性が大きいことを意味する。小さい散
布度の数値が数式２に適用されることによって、当該独創性指数を数式１の結果値より高
く算出する結果をもたらし、独創性指数をチェックする演奏者の演奏間違いの可能性が増
加することができる。
【００８１】
このように、数式２は、散布度をさらに考慮することによって、当該演奏時間での音楽的
解釈の多様性が音源の評価に効果的に反映されることができる。
【００８２】
マッチング部は、テスト音源の演奏時間全体にわたって独創性指数をリアルタイムで処理
することができる。ストリーム処理方式によって算出した独創性指数は、演奏する過程中
に演奏者にリアルタイムで提供されることによって、曲の練習が行われる現場でリアルタ
イムで指導教育を受ける効果が現われることができる。
【００８３】
または、マッチング部は、テスト音源の録音を終えた後、バッチタイプでテスト音源情報
を算出することができる。これは、オーケストラのような大規模合奏をテスト音源にしな
がら、多様な音源特性を対象として独創性指数を算出する場合に有効な方式である。
【００８４】
マッチング部の追加的な機能として、１曲全体または一定区間内の音源区間を評価する区
間評価指数を算出することができる。下記の数式３で、区間評価指数Ｄは、演奏時間ｔで
算出した複数の独創性指数を順次に配列して行列化して行列Ｍを算出し、これを線形化さ
せる横ベクトルまたは行列Ｗまたはこれに加重値を付与したベクトルまたは行列を乗算す
る方式で線形結合して算出する。
【００８５】
【数３】

【００８６】
区間評価指数Ｄは、指標の用途によって、ベクトル値ではなく、スカラー値が要求される
ときに算出されることができる。
【００８７】
楽曲全体に対する区間評価指数は、いずれか１つの曲の全体的な独創性評価を行うときに
有用である。
【００８８】
また、一定の小節に対する区間評価指数は、ユーザが間違いなしに演奏しにくい演奏区間
を探すことができ、独創的な演奏として高く評価を受けることができる演奏区間を探すこ
とができる。
【００８９】
なお、マッチング部で算出された独創性指数や区間評価指数は、表出部を通じてユーザに
提示される。
【００９０】
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表出部は、算出された独創性指数を数字またはイメージで提示するディスプレイ装置であ
ることができる。
【００９１】
イメージで独創性指数を表出する１つの例示として、基準音源情報の中心傾向と散布度を
同心円上に直径を異にして表示し、テスト演奏情報の大きさによって基準音源情報から外
れた位置に表出させて、独創性指数が直感的に認識されることができる。または、演奏時
間全体にわたって基準演奏情報、テスト演奏情報、及び独創性指数が１つのグラフの中に
表示されてもよい。その他、演奏者に容易に認識され得るように多様なイメージ表現方法
が使用されることができる。
【００９２】
または、表出部は、独創性指数の高低によって音の高さやトーンを異にするサウンドを表
出する音響装置を使用することができる。
表出部は、視覚的認識または聴覚的認識以外にも、触感を通じて演奏者に伝達されるよう
にすることができる。このように表出部の表出具現方式には、別途の制限がない。
【００９３】
音源の評価装置の最小構成は、マッチング部である。マッチング部は、スマートフォンの
ような汎用端末機や別途のデジタル処理装置を介して提供され、テスト音源情報と基準音
源情報は、通信ネットワークを介してマッチング部が具備された端末機などに伝送される
ことができる。また、端末機で算出された独創性指数は、ネットワークを介して別途に具
備された表出部に伝送されることができる。
【００９４】
または、音源の評価装置は、マッチング部と表出部をすべて含むことができる。スマート
フォンのような汎用端末機がその例であるが、テスト音源情報と基準音源情報は、通信ネ
ットワークを介して伝達され、マッチング部で算出した独創性指数がディスプレイ画面、
スピーカーのサウンド、振動のパターンや強度などを通じて表出されることができる。
【００９５】
または、音源の評価装置は、マッチング部、表出部、及び基準音源情報を保有するデータ
ベースをすべて含むか、または、これに加えて、テスト音源でテスト音源情報を算出する
認識部をさらに含むことができる。
【００９６】
また、音源の評価装置は、認識部、基準分析部、マッチング部、表出部、及び基準音源情
報を含むことができる。この際、認識部を代替して基準分析部の抽出モジュールが使用さ
れることができる。
【００９７】
以下では、本発明による演奏情報分析方法と音源評価方法について具体的な例を挙げて説
明する。
【００９８】
まず、演奏情報分析方法は、演奏音源から抽出される音源特性を演奏時間全体にわたって
定量化し、複数の演奏情報で得られる音源特性を統計分析して基準演奏情報を生成するも
のである。

【００９９】
例えば、特定の演奏曲に対して４人の専門演奏者がアルバムを出すか、またはインターネ
ット実況中継を通じて演奏した音源を放送し、専門家の演奏音源を確保する。
【０１００】
各専門演奏家が１２．４小節で特定の音を演奏するときに、各専門家別に以前の小節に比
べて４％、５％、７％、４％速く演奏した。各音源特性が抽出及び定量化されて算出され
たら、以前の小節に比べて算術平均を得る方法で中心傾向ｂを求めて見れば、以前の小節
に比べて５％速く演奏したことが分かる。これは、次のような形式の基準演奏情報で格納
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される。
【０１０１】
ａ（１２．４）＝５
【０１０２】
例えば、第２算出モジュールで散布度を求めるに際して、標準偏差を利用するものと設定
される。前記の速さに対する例を適用すれば、４人の専門家の１２．４小節での速さに対
する標準偏差は、１．４１４２１と求められる。それによって、基準演奏情報には、次の
ような形式の散布度ｓの内容が追加される。
【０１０３】
ｓ（１２．４）＝１．４１４２１
【０１０４】
前記の例は、速さに対する音源特性の一種類のみを対象としたものである。
前記の例示で１２．４小節での速さと代表音の音の高さ、この２種類を音源特性に設定し
た場合を説明する。
【０１０５】
速さに対する音声特徴は、前述した例示と同一であり、当該小節で４人の専門家が演奏し
た代表音の音の高さが４４１Ｈｚ、４４０Ｈｚ、４４７Ｈｚ、４４０Ｈｚと差異を示した
とする。
【０１０６】
それでは、１２、４小節での代表音の音の高さに対する算術平均で算出した中心傾向は、
４４２であり、この際の標準偏差は、３．３６６５０なので、下記のようなベクトルの形
式で基準演奏情報が格納される。
【０１０７】

【０１０８】
このように、複数の音源特性を選択する場合には、音源特性の種類に相当する列があるベ
クトル形態で基準演奏情報が格納される。また、毎演奏時間によって音源特性が把握され
るので、種類を異にする音声特性は、基準演奏情報でベクトルの元素値として格納される
。
【０１０９】
なお、認識部でテスト音源を処理して生産するテスト音源情報は、前述した基準演奏情報
と同じフォーマットで形成され、マッチング部に伝送される。例えば、同じ曲に対して演
奏者が演奏したテスト音源を分析した結果、１２．４小節で以前の小節より８％速く演奏
し、代表音の音の高さが４３９Ｈｚであったら、テスト音源情報ｂは、下記の形式で算出
される。
【０１１０】

【０１１１】
なお、マッチング部では、前述した数式２によって独創性指数を算出する場合、独創性指
数Ｒは、下記のように算出される。
【０１１２】
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【０１１３】
前記独創性指数は、１２．４小節の演奏時間で、速さに対する独創性指数は、２．１２１
３３であり、代表音の音の高さに対する独創性指数は、０．８９１１３と算出されること
が分かる。
【０１１４】
このような独創性指数は、毎演奏時間ごとに算出されることによって、独創性指数の増減
幅を通じて、演奏者は、演奏が間違ったかまたは独創的な表現をした部分に属するかを定
量的に評価されることができる。
【０１１５】
多数の音源特性よりなる独創性指数は、認知尺度である音源特性の種類による長さのベク
トル値で算出され、独創性数の用途によってスカラー値として活用しなければならない場
合がある。このために、下記の数式４に示したように、ベクトル値で求められた独創性指
数Ｒ（ｔ）に、これをスカラーとするベクトルＥを乗算し、スカラー値ｒ（ｔ）を求める
ことができる。
【０１１６】

【数４】

【０１１７】
ここで、ベクトルの各元素値を１とするベクトルであるか、元素別に加重値を付与したベ
クトルである。
【０１１８】
例えば、前記実施形態で算出された独創性指数Ｒ（１２．４）は、速さに対して０．９の
加重値を有し、音の高さに対して１．１の加重値を反映したベクトルＥを通じてスカラー
値で求めることができる。
【０１１９】
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