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【レポート】今年はどんな"スーパークリエータ"が?ー
IPA未踏14シンポジウム(1 ) 

2003/7/23 

情報処理振興事業協会(IPA)が平成12年度より実施している
「未踏ソフトウェア創造事業」、いわゆる"スーパークリエー
タ"発掘事業の公開シンポジウム「未踏14シンポジウム@国際
フォーラム』が22 日、開催された。会期は23 固まで。

同事業は、独創的なソフトウェア技術や事業アイデアを広く募
集、採択された案件では、その個人を対象に、資金的・技術的
に支援するというもので、平成14年度は応募総数523件の中
から74件が採択された。同事業の詳細については以前のレ
ポート( http://pcweb.mycom.co.jp/news/2002/06/28/ 
12.html )を参照して頂きたいが、今回のシンポジウムは、そ
の平成14年度採択案件の中開発表会という位置づけとなって
おり、 2 日間に渡って、このうち22件の採択プロジェクトにつ
いて報告される。

同シンポジウムは、各クリエータがそれぞれ担当のプロジェク
トマネージャヘ開発内容を報告する場であるほか、広く一般に
採択プロジェクトを知ってもらうことも期待されている。この
レポートでは、初日の内容から、いくつかについて紹介した

0リアルタイム自動作曲システム

岡田謙之氏の「リアルタイム自動作曲システムの開発J は、既
存の曲から学習して、リアルタイムかつ自動的に作曲/編曲を
行うシステムを開発するというものだ。

氏は現在のビデオゲームを例にとり、 3DCGのリアルタイムレ
ンダリングの発達やネットワークゲームの普及など、ゲームの
スタイルは多種多様になってきたものの、ゲーム中で演奏され
るBGMは、相変わらず事前に作られたコンテンツをユーザイ

http://pcweb.mycom.co.jp/news/2003/01 /23/1 O.html 
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【レポート】今年はどんな"スーパークリエータ"が?ー IPA未踏14シンポジウム(1 ) (MYCOM PC WEB) 

ベントでスイッチするだけの「切り貼り J であると指摘する。
氏の構想するシステムでは、自動作曲/編曲機能により、これ
をプレイヤーの操作やシナリオの変化に応じ、リアルタイムに
BGMの流れを変化させることが可能になるというものだ。

用途としては、新コンセプトのゲ- . .……H・a・H 一一
ムや、よりドラマティックな演出、
そのほか、家庭で作成するオリジナ
ルビデオ/DVDのBGMの自動作曲、
音楽初心者用の作曲ツール、などが
考えられるが、そのためのフ 7 ース
卜・ステップとして、まず自動作曲
アプリケーションに応用できる自動 システム構成の概略図
作曲フレームワークを今回のプロ
ジェクトでは開発する。

このフレームワークでは、自動作曲の手JI頂を、 (1 )メロディ・
コード進行・演奏上の指示などからなるリード・シートを自動
作成(Composer部)、 (2) リード・シートに従いながらも自分
なりの演奏をする(Performer部)ーに分けた。自らがミュージ
シャンで作曲もこなすという氏は、このモデルを実際にポピュ
ラー音楽の製作過程から倣ったという。

詳細をみると、 (1 )のComposerでは、元になるMIDIファイル
から、コード進行・メロディを学習、その学習成果をもとに、
今度は逆に、コード進行・メロディを作成する。ここで、学習
成果はXMLフォーマットで保存されており、学習ロジック・作
曲ロジックのコーディングにはC#を利用しているとのこと
だ。そして、自動編曲・演奏する (2)のPerformerでは、 (1 )で
作成されたリード・シートをもとに、メロディ・コードパッキ
ング・ベース・ドラムの各パートが自動演奏を行う。このプロ
セスでは、ユーザは各パートのテイスト(ディスコ調・カント
リー調など)を選択でき、自分の好みにあった曲を自動展開で
きる。曲の演奏には、 DirectXのDirectMusicを利用する。

デモ用のプログラム.各
パートのテイストを変える
とだいぶ曲闘が変わる

http://pcweb.mycom.co.jp/news/2003/01 /23/1 O.html 

会場で行われたデモでは、元になる
曲に某有名女性シンガーの曲を使
用、 MIDIファイルを読み込み、作曲
した曲を演奏した。自動作曲といっ
ても、別におかしい感じは何もな
く、ちゃんとした「音楽j として成
り立っているのには驚いた。自動作
曲される曲が元の曲からどの程度影
響を受けるのか気になるところだ
が、氏によると「元の曲に似たフ
レーズが出るときもあるが、完全に
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別の曲といえるレベルになるJ ということだ。

今後は、リアルタイム処理の追加や、メロディの繰り返しパー
トの作成、よりインテリジェントなPerformerの実現なと、を目
指す。

0翻訳者並みレベルの翻訳システム

武舎広幸氏の「自分と問レベルの訳文を出力する翻訳システム
の探求J は、翻訳家でもある氏が、自分の翻訳プロセスをもと
に、より自然な翻訳を実現するシステムを目指すものだ。最初
にこのタイトルを見たとき、記者は「ユーザー自身と同レベル
な翻訳?j かと思っていたが、それは勘違いだ、った。

前述のとおり、氏は長年翻訳の仕事に携わり、現在市販されて
いる翻訳ソフトの開発にも従事したことがあるという。氏はそ
の後、翻訳者養成講座のテキストの執筆にも関わり、そこで翻
訳処理を分析した経験が、同システムのベースとなっている。
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基本的なシステム構成 構文解析の例

現在、市販されている翻訳ソフトを利用しているユーザーも多
いだろうが、まだまだ不自然な翻訳を出力するケースも多い。
氏は機械翻訳臭くない訳文の作成を問システムの第 1 の目標に
あげ、従来の「高速辞書引きプログラムJ としての利用とは一
線を画すレベルを目指す。システムはまだプロトタイプである
ため、辞書にはまだ700語程度しかないが、それでも従来のソ
フトで fMusicMatchジュークボックス7.5(次の数週間でいつ
か予定されている)が将来のリリースによって同様に維持され
るべきiPod支援を得るだろうと言ったj となるところを、同シ
ステムでは f(今後数週間のうちに出る予定の)MusicMatch
Jukebox 7.5がiPodをサポー卜するだろう、そしてそれは今後
のリリースによっても変わらないはずであると語ったJ と、よ
り自然な訳文を実現している。

システムの詳細についてはとても書
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ききれないので割愛するが、氏によ
れば、同システムは「ポイントにな
る箇所を複数指定できる J r周囲を
見回すことができる」など、より柔
軟性が高いのが特徴ということだ。
そして、今後は、辞書の記述法の整
理や、辞書データの構築など、改良
を行っていくとのこと。

(大塚実)

システムのデモ.普段は
Linuxで開発してるとのこ
とだが、この日はデモとい
うことでMac

【レポート】今年はどんな"スーパークリエータ"が?四 IPA未踏
14シンポジウム(2)
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2003/01 /23/11.html 
へ続きます

【レポート】次代のジョブス、またはゲイツを探す!? IPAのク
リエータ発掘事業発表会(1 ) 
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2002/06/28/12.html 

平成14年度未踏ソフトウェア創造事業
http://www.ipa.go.jp/NBP /14nendo/14mito/ 

情報処理振興事業協会(IPA)
http://www.ipa.go.jp/ 

0無料メールマガジンー MYCOM PC MAIL 
http://pcweb.mycom.co.jp/mail/ 
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