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概要

• 深層学習を用いた独自音源分離方式

• 特に音楽演奏の複数楽器音源の分離を目指す

• 具体的には

• 複数楽器から構成されている楽曲音源から

• ユーザが選択した任意の楽器音源抽出あるいは削除が可能
• 応用

• ミュージシャンの耳コピやアドリブ練習支援スマホアプリMuSep

• 世界初



背景・(主)目的

• ジャズの演奏方法を学習
• プロのアーティストの演奏を聴き取り真似する（耳コピ）

• コード進行や楽器の特徴
• ビッグバンドでは楽器が多く特定の楽器を聴き取ることが困難

多重奏(特に3楽器以上)から楽器音抽出



複数楽器の混在音源 各楽器の単一音源

音楽における音源分離イメージ



我々が目指す主な利用法

プロのミュージシャンの音源からアマチュアが音楽を学ぶ時にスマホで利用

例： ジャズトリオの演奏からピアニストBill Evansのアドリブをコピー



利用方法 ① 音源抽出

耳コピー

自分の担当楽器のプロミュージシャンの演奏を模倣



利用方法 ② 音源削除

マイナスワン・カラオケ

自分の担当楽器「以外」のプロミュージシャンの演奏
に囲まれた演奏体験



我々の目的を達成させるための技術

スマホで利用しても
(3楽器以上の音源に関して)高分離精度
(利用に不自然さを感じない)高反応速度



提案手法(1/2)

音源の合成

各楽器の音源をスペクトログラムに変換

合成された音源をスペクトログラムに変換

ウェーブレット変換

ウェーブレット変換

ウェーブレット変換

ウェーブレット変換

合成された音源

ウェーブレット変換



提案手法(2/2)

入力：
合成音源のスペクトログラム

出力：
単一音源のスペクトログラム

スペクトログラムをペアで生成し各楽器の生成モデルを生成

下記で作られたモデルを使用し，
合成音源から各楽器のスペクトログラムを推論生成



従来の技術との比較
● 従来のNMF(非負値行列因子分解)によるベクトル分解方式

○ 楽器数が増加すると分離精度が落ちる

● ウェーブレット変換と機械学習GAN（Generative Adversarial Networks)を利用した新方式

○ 楽器数が多くなっても分離精度を維持することが可能



関連研究/システム(1/3)
スペクトログラムの学習における研究 (音源分離ではないがスペクトグラム活用は時流)

深層学習を用いた画像変換に基づく
会話からの音声抽出

髙市 晃佑ら、 人工知能学会全国大会 2019

・pix2pixの使用
・男女の会話から

女性の声の抽出
・女同士は不可能

敵対的生成ネットワーク
を用いた機械音の生成

田添 康平ら、
知識・技術・技能の
伝承支援研究会 2018

・pix2pixの使用
・異音を聞き取り不良品を検知
・近いデータの生成の成功

Voice Pathology Detection  
Using Deep Learning on  Mobile 
HealthcareFramework

MUSAED ALHUSSEIN、IEEE 2018

・音声から健康状態を把握
・音声信号は1秒の長さ
・音声病理学検出精度：97.5％



関連研究/システム(2/3)

楽譜を用いた楽器音分離手法
小林瑞紀他, EC2015

・NMFでパワースペクトルを分解
・基本周波数を得るため楽譜を使用
・二重奏の分離

Wave-U-Net
Daniel Stoller他, IRCAM19th, 2018

・波形をそのままNNに入力
・位相情報の使用
・音源からボーカルを抽出

The Sound of Pixels
Zhao Hang他, ECCV2018

・60時間分以上の
演奏ムービーを解析

・各楽器のマスクを作成
・二重奏からの抽出

独立成分分析に基づくブラインド 音源分離
NTT コミュニケーション科学基礎研究所

・話者の音声の分離
・距離や方向の空間を使用
・チャンネル数が多いとき有効

音源分離 (NMF法等の従来の方法は分離音源数に限界、あるいは特定の音源(ボーカル等)に特化)



関連研究/システム（３/3)
音源分離
深層学習を用いた音源分離は最近、流行してしのぎを削っている状態

代表例: open-unmix

©MIT license

MuSep open-unmix

スペクトログラム
生成方法

ウェーブレット変換
（時系列情報保持）

フーリエ変換

アプリ化
(スマホ/PC)

実現 未

データセット 純粋な単一楽器 他楽器が混在

MuSepではウェーブレット変換を使用することで時系列情報を保持し，分離精度を高めている



本技術に関する知的財産権

発明の名称 ： 音源分離プログラム、音源分離装置、音源分離方法及び生成プログラム
出願番号 ： 特願2020-022729
出願人 ： 梅村学園
発明者 ： 濱川礼、久野文菜

©MIT license



アプリMuSep
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MuSep
● 多重楽器演奏から特定の楽器の音を抽出するアプリ

多重楽器演奏曲
のデータ



MuSep

曲選択

楽器選択

・

・

・

・・

pix2pix

in out

モデル選択

波形 スペクトログラム 選択楽器の
スペクトログラム

抽出する楽器の 波形

Sweety
Cakes

piano

抽出する楽器の 音声

生成

MuSepの全体の機能の流れ

Sweety
Cakes

(piano)



MuSepのUI

楽曲選択 抽出音源選択 耳コピかアドリブ
練習かの選択

アプリ起動 音源再生



MuSepの想定される用途(ビジネスモデル例)



MuSepの現状と課題

● 現状分離精度が高いのはピアノ、ドラム、ベース、ヴォーカル
⇒ データセットを増加して他の楽器にも適用

● UIは改善の余地あり
⇒ 最近のトレンドであるニューモーフィズム化

● 機械学習部はチューニング等まだ改善余地あり
⇒ 抽出精度向上し、その成果をMusepに組み込む

● 2021年、SXSWでの展示デモ予定



アクセス先

https://www.musep.net



実績 (修士2年 久野文菜)
● 2019年度未踏IT人材発掘・育成事業に採択
● 2019年度愛知県主催生派遣最終査定審査会でSXSW派遣決定

○ (今年度はCOVID-19のために延期、2021年派遣予定)

● JBMC(Japan Business Model Competition)2020 日本決勝で優勝
● 2019年度未踏IT人材発掘・育成事業の「スーパークリエータ」に認定
● 2020年5月 中京大学学長賞



その他の研究活動と成果
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Artificial Cortot

加藤綾規, 陶山晴南, 廣瀬友亮, 堀之内陽介, 久野文菜, 濱川礼
"深層学習を用いたコルトー式ピアノ練習パターン自動生成システム手法と実装 「Artificial Cortot(コルトー)」"
情報処理学会 音学シンポジウム2020

名ピアニスト、アルフレッド・コルトーが有名曲の難所克服のために作った練習パターンを深層学習を用いて、その練習パターンを任意の曲に適応

240データ

コルトーの練習パターン

Artificial Cortotが生成した練習パターン



深層学習で食べ頃のアボカドを予測

杉本隼斗, 久野文菜, 谷口航平, 濱川礼
"深層学習を用いたアボカドの追熟段階分類手法の提案"
第34回人工知能全国大会, 2020 デモビデオ

http://hamakawalab.sist.chukyo-u.ac.jp/files/development/graduation/2019/s.mp4



iNose
圧力センサによる小鼻動作追跡と視線追跡を併用するウェアラブルハンズフリー入力システム

試作機

圧力センサ

カメラ

マイコン

鼻腔の広がりを圧力センサで検知
1. 値を取得
2. 閾値処理
3. 拡張・収縮状態を検出
4. 状態変化パターンから入力生成

小鼻動作検出・入力生成 拡張時収縮時

視線追跡

カメラの画像から瞳の中心点を検出
1. HSV変換
2. マスキング処理
3. 中央値フィルタリング
4. 輪郭検出・円検出
5. 算出点をもとにキャリブレーション

openCV

デモビデオ
http://hamakawalab.sist.chukyo-u.ac.jp/files/development/graduation/2019/n.mp4

中山裕貴, 久野文菜, 谷口航平, 濱川礼
"iNose:圧力センサによる小鼻動作追跡と視線追跡を併用するウェアラブルハンズフリー入力システムの提案と試作"
情報処理学会 第187回 ヒューマンコンピュータインタラクション研究会, 2020



お問い合わせ先

研究室ホームページ

中京大学 工学部 濱川研究室
http://hamakawalab.sist.chukyo-u.ac.jp/

中京⼤学研究推進部研究⽀援課

1. Phone: 052－835－8068
2. Fax: 052－835－8042
3. e-mail: liaison@ml.chukyo-u.ac.jp
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