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1．は じ め に
2017 年 11 月〜 2018 年 1 月にかけて沖縄科学技術大

人工知能が自律的に美学や芸術を行うようになることを
目指すための研究指針を素描する．

2．企画の経緯および意図

学院大学（OIST）にて，人工知能にまつわる総合的な
芸術展
「人工知能美学芸術展」
[OIST 17] が行われた．
「人
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企 画 の経 緯

工知能に美意識が芽生え，自律的に芸術を創作する未来

「人工知能美学芸術展」は 2016 年に著者を含む 29 名

はあり得るのか」という全体テーマのもと，同展では美

の発起人とともに立ち上げられた人工知能美学芸術研究

術などの展示のほか，多くのコンサートやシンポジウム

会（AI 美芸研）の活動の主要な成果である．著者は芸

などが行われた．著者は音楽分野のイベントの一つとし

術音楽と音楽情報科学の両者を統合することを目指して

て「AI 作曲と計算論的創造性」と題するコンサートの

研究を実践してきており，先端芸術音楽創作学会や情報

企画・監修に携わった．同コンサートは，作曲の領域に

処理学会の音楽情報科学研究会に所属している．しかし

おける広義の人工知能研究の最先端の成果を，単なる研

著者は，AI 美芸研代表の中ザワヒデキの「人工知能美

究のデモンストレーションにとどまることなく，通常の

学芸術宣言」[中ザワ 16] にある「人工知能が自律的に

芸術音楽作品と同じようなコンサートという形で実際に

美学を獲得したときに初めて真の意味で人工知能による

観客に鑑賞してもらうことを意図したものである．演奏

芸術が成し遂げられたことになり，我々はまだそこに至

曲目は自動作曲やコンピュータ支援作曲の手法によって

る途上にある」という趣旨に共感し，AI 美芸研に加入

コンピュータが生成した楽譜を，人間奏者が演奏するタ

した．当会は人工知能が自律的に美学を獲得することを

イプの作品のみを扱った特殊なコンサートであり，クラ

目標ないし基準として明確に打ち出す点で独自かつ本質

シック音楽や現代音楽のコンサートの環境にいかに自動

的に重要な主張をもつと思われたためである．

作曲やコンピュータ支援作曲が統合され得るか，あるい

当コンサートの企画の発端としては，ユーロ圏の音楽

は，通常の楽曲とコンピュータによる楽曲の違いを実感

自動生成系のプロジェクト「Learning to Create」
（2013

する場となった．

〜 16）[Lrn2Cre8] について述べておかなければならな

本稿では，同コンサートを改めて振り返り，その意義

い．当プロジェクトの研究成果がコンサートのプログラ

や，自動作曲の実際のコンサートへの実用化に向けての

ムに深く関わっているからである．著者は 2014 年より

問題点や可能性について考察する．そして「人工知能美

現在まで博士研究員としてパリに滞在しているが，2016

学芸術展」全体のテーマに関わる今後の課題として，人

年にデンマークのオールボー大学に所属する共同研究者

工知能が自律的に美学や芸術を行うようになることを目

Brian Bemman から，Leaning to Create という音楽自

指すために，楽曲の自動生成から楽曲を自動生成する作

動生成系の研究プロジェクトのミーティングのためパリ

曲家の自動生成へとシフトすることの重要性について論

を訪問すると連絡を受けた．ミーティングは著者の当時

じ，そのための研究指針を素描する．

所属していた研究所のあるパリ第六大学で行われるとい

本稿の構成は以下のとおりである．2 章では同コンサー

うこともあり，また著者の共同研究がプロジェクトに関

ト成立の経緯および意図を述べ，3 章ではコンサートの

係の深いものであったことから，著者もミーティングに

内容を振り返り考察を行う．4 章では今後の課題として，

参加することとなった．著者はそのときに Learning to

コンサート「AI 作曲と計算論的創造性」を終えて
Create プロジェクトの存在を知った．ユーロ圏の多くの
研究機関のメンバから構成される当プロジェクトは，学
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を集めていただいた．
企画意図としては，次の三点を柱とした．

習と創造性の関係性を理解することを目的とし，既存の

（1）楽譜をコンピュータにより生成し，演奏は人間が

楽曲から効率の良い記憶を可能にする構造や表現を学習

行うという意味での自動作曲のみを扱うこと（即興

し新たな音楽作品を生成するという趣旨のものである．

的要素や人間による編曲を原則的に排除．また，演

日本においても CrestMuse プロジェクト [CrestMuse]

奏表情の自動生成研究も排除）
．

のような音楽情報科学系の大規模な大学間共同プロジェ
クトは存在したものの，Learning to Create のように音
楽生成に特化したものは世界的に見てもまれだと思われ

（2）西洋クラシック音楽の時代ごとのスタイルを踏ま
えたプログラムとすること．
（3）単なるコンピュータを用いた音楽家の作品ではな

る．パリでのミーティングの議題は，プロジェクトの最

く，人工知能などの研究分野としての数理的な生成

終的な成果発表の場としてのロンドンでのコンサート企

手法に焦点を当てること．

画についてであり，各研究室がどのような楽曲を提供で
きるかというプレゼンテーションが行われていた．

（1）については，Leaning to Create のロンドンでの
コンサートがコンピュータによる作曲以外の要素（人間

そのコンサートは実際，2016 年 9 月 28 日に「Meet

による編曲，
「After show」としてではあるがジャズ・

the computer composer」というタイトルで開催された．

スタンダード曲など）を含んでおり，著者による「情報

宣伝文においては「これはすべての演奏曲がコンピュー

技術時代のピアノ音楽」においても同様だったため，そ

タによって書かれた史上初のコンサートであり，さらに

うした不純な要素を廃し，コンピュータ作曲の問題のみ

重要なのはそのコンピュータは自ら学習するものである

を集中的に扱うためである．

ことだ．
」と書かれている [Vortex Jazz Club 16]．

（2）については，Learning to Create によるロンド

著者はロンドンでのコンサートについての情報を AI

ンのコンサートがこの形式をとっており，基本的にはそ

美芸研の Facebook ページでシェアしたところ，AI 美芸

れを踏襲したが，そこにはロマン派および近代の作品が

研の中ザワヒデキと草刈ミカより，そこで演奏された楽

欠けていたため，各時代のスタイルを網羅するには不

曲を，当時企画中であった「人工知能美学芸術展」でも

完全であった．そこで，自動作曲の「古典」として名高

演奏できないだろうか，という打診を受けた．著者は，

く，ロマン派および近代の時代をカバーしている David

Learning to Create の主要メンバと交渉した結果快諾を

Cope による生成楽曲を取り入れることで，中世以降の

得，Learning to Create の楽曲を取り入れつつ，オリジ

各時代を網羅した（ロマン派および近代の楽曲が欠けて

ナルな沖縄版のコンサートを企画するという方針が固

いたことは，後述するように単なる偶然ではなく，生成

まった．

手法と楽曲スタイルの相性に関わる問題だと思われる）
．

他方，著者は 2009 年，東京大学の修士課程の在学中

また，Learning to Create のメンバの共同研究者でもあ

に「情報技術時代のピアノ音楽」という自身のピアノリ

る著者による，フランスにおいて作曲された「現在の」

サイタルを開催したことがある．それは主にコンピュー

作品も加えることとした．

タによって生成された楽曲のためのものであった（ただ

（3）については，楽曲のクオリティや芸術性ばかりで

し，自動演奏ピアノのための楽曲で有名なコンロン・ナ

なく，科学技術研究としての再現性や公共性を重視し，

ンカロウおよび一柳 慧による「機械美学」に関係の深い

人工知能研究に直接資するものに焦点を絞ったコンサー

人間による作曲作品が含まれていたため，コンピュータ

トが「人工知能美学芸術展」の中に含まれるべきだと考

生成以外の楽曲を含んでいた）
．そのため，沖縄での企

えたためである．またこれは OIST という科学技術系の

画に携わることに必然性を感じ，依頼を引き受けた．ち

大学院大学という会場にも適していただろう．

なみに「人工知能美学芸術展」の主要実行メンバである

このように，当コンサートでは，科学技術研究として

中ザワヒデキと草刈ミカの両氏は，別々に 2009 年の著

のコンピュータ作曲への特化，時代ごとの楽曲スタイル

者のリサイタルを聴きに来ていたという．その事実を
「人

の網羅性において徹底することを目指した．

工知能美学芸術展」の閉幕後しばらくして知ったのだが．

3．コンサートの内容と考察
2·2

企 画 意 図

そのような経緯で，
「AI 作曲と計算論的創造性」は著

コンサートの演奏曲目を表 1 にリストアップする．中

者にとっては「情報技術時代のピアノ音楽」の自然な延

世から現代まで，音楽史上の時代の流れに沿った構成を

長上にあり，2017 年時点での最先端の研究成果を取り

とった．本章では，それぞれの楽曲や生成手法を紹介す

入れ，楽器編成も拡大してアップデートしたものとなっ

るとともに，そこに含まれる問題点や可能性について著

た．本企画においては，中ザワヒデキ，草刈ミカの両氏

者の見解を述べる．

のほか，沖縄在住の作曲家，鶴見幸代氏にも多くを負っ
ている．特に，彼女には沖縄在住の有力な演奏者の方々
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表1
区

分

中世，ルネサンス
（多声合唱）

演奏曲目

作品名

作曲者（研究機関名）

「ギョーム・ド・マショーのスタイルで」
「レイヴンズクロフトのスタイルで」
「パレストリーナのスタイルで」

Jason Sakellariou（Paris 6, Sony CSL Paris）
Victor Padailla（University of the Basque
Country）

パレストリーナ「神の子羊」（3 ver.）

Raymond Peter Whorley, Darrell Conklin
（University of the Basque Country）

バッハ「バビロンの流れのほとりに」（3 ver.）
バロック
（コラール合唱）

モーツァルト
古典派
ロマン派
近

代

33 巻 6 号（2018 年 11 月）

「われ汝を呼ぶ」
「天にまします我らの父よ」
「Unconstrained generation from J.S. Bach Chorales」

Gaëtan Hadjeres（Paris 6, Sony CSL Paris）

「Mozart Unchained」
「Mozart Constrained : Alla Turca Meccanica KV 415 8/11」

Stefan Lattner, Carlos Eduardo Cancino
Chacón（Austrian Research Institute for
Artiﬁcial Intelligence）

「ベートーヴェン風のソナタ」
「ブラームス風の狂詩曲」

David Cope（University of California at
Santa Cruz）

「ドビュッシー風の前奏曲」
「スクリャービン風の詩曲」
「シェーンベルク風の小品」
「ヴェーヴェルン風の Drome」

「The Computer as Specialist（Who cares if you compose?）」
Brian Bemman（Aalborg University）
（ミルトン・バビットのスタイル）
20 世紀および現代 「バスクからロンドンへ」（バスク民謡スタイル，3 ver.）

Tsubasa Tanaka（Institut de Mathématiques
de Jussieu-Paris Rive Gauche）

「Cellular Alchemy」（オリジナルスタイル）
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近似モデルと間違い

Izaro Goienetxea（University of the Basque
Country）

ことは難しい．しかし，それを逆手に取って，間違いを

中世・ルネサンス期の三人の作曲家の声楽四重奏の

積極的に活用することを考えてみてはどうだろうか．例

スタイルの楽曲を生成した Jason Sakellariou は，統

えば，個別的な楽曲スタイルを学ぶ音楽科学生の試験問

計物理学における多数の粒子の集団的相互作用を記述

題として楽曲を生成し，間違いを指摘させることで現状

する手法としての最大エントロピーモデルを用いた

の自動作曲システムを間違いを含んだまま活用する，と

[Sakellariou 15]．そこでは粒子は音符に，粒子間の相

いったことができるのではないだろうか．そして，その

互作用は近接する音符間の相互関係に対応する．個々の

指摘をフィードバックし，モデルを修正することで，自

音符はそれに先行する 10 音および後続する 10 音と関係

動作曲研究が進展するという好循環が生まれはしないだ

をもつモデルとなっているが，その関係性を，各音符ペ

ろうか．

アに関する関係のみに分解できるという仮定に基づく近
似モデルによって単純化し，学習を容易にしている．こ

3·2

チューリングテストと関係性の美学

の単純化のもとで，どれほど音楽的に自然な楽曲が実現

University of the Basque Country の Darrell Conklin

できるかを実験することが作品生成の目的だということ

の研究室からはパレストリーナ「神の子羊」
（Victor

である．実際これらの楽曲は比較的完成度が高かったよ

Padailla）
， バ ッ ハ「 バ ビ ロ ン の 流 れ の ほ と り に 」

うに思われる．ただし，著者が聴く限り，対位法的な多

（Raymond Peter Whorley）
，バスク民謡「バスクからロ

旋律音楽のスタイルに違反するような不自然な箇所も見

ンドンへ」
（Izaro Goienetxea）に関する三作品が出品さ

られた．例えば，不協和音程の繋留音が隣接音に移動す

れた（前二者は声楽四重奏，後者はソプラノ＋ピアノ伴

ることで協和音程へと解決すべきところを，解決しない

奏）
．これらの楽曲の生成法は，反復や，旋律概形のよ

まま跳躍してしまうといった箇所があり，短期的な記憶

うな抽象的な関係性を記述するテンプレートを人為的に

の喪失により音楽的コンテクストが見失われるかのよう

設定することで作品の一貫性を保ちつつ，そのうえで既

な場面が見受けられた．そうした部分で演奏者は戸惑い，

存の楽譜からの統計学習に基づく確率モデルによって具

ぎこちない演奏になっている印象を受けた．

体的な音符を生成する方式であった．

本研究のような機械学習によるスタイルの摸倣，特

これらはいずれも各三バージョンを聴き比べる形で演

に，本モデルのような大胆な近似を行っているモデルに

奏された．三バージョン中一つがオリジナル，他はコン

おいては，細かく見ると作曲上の間違い（スタイル違反）

ピュータ生成によるもので，観客にはどれがオリジナル

を排除するのは困難であり，生成結果を完全に信用する

かを知らされない状態で聴き比べるというチューリング

コンサート「AI 作曲と計算論的創造性」を終えて
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テストの形である．どれがオリジナルかわからないほど

率値に変換するネットワークの四つのディープニューラ

の作品ができるかどうか，自動生成手法の精度をテスト

ルネットワークが組み合わされており，ギブスサンプ

できることもあるが，それ以上に興味深いのは，観客参

リングを用いて楽曲を生成するモデルとなっている．そ

加型の作品に関する美術批評家ニコラ・ブリオーの「関

れによって，必ずしも楽曲の最初から最後に向かって

係性の美学」[Bourriaud 98] に通じる側面である．つま

順に作曲されていくとは限らない実際の作曲プロセスの

り，観客が積極的に聴取に参加し，自分の耳を信用でき

時間スコープをモデル化している [Hadjeres 15]．本研

るかどうかが問われる点で，観客と作品の間の新たな関

究は人為的な音楽的知識の導入なしにニューラルネット

係性や聴取態度が生じたり，同じ場にいる他の観客との

ワークに生成させる試みであり，その点は同じくバッハ

間にオリジナルの判別に関わるコミュニケーションが誘

のコラールスタイルの楽曲を生成した Raymond Peter

発される可能性が含まれているという側面である．

Whorley らの先述のモデルと対照的である．

パレストリーナとバッハについてはどれがオリジナル

生成楽曲においては，コラールの特徴であるフェル

かはほとんど明らかだったように思う．旋律としての不

マータでの終止において，一つの声部だけ静止せずに動

自然な跳躍や統一性のなさが顕著であり，予期できない

きだしてしまっている事象や，おかしなタイが出現して

旋律に演奏者がとまどっていることが伝わってきた．演

いるなど，終止形の形成に必要な条件を考慮し損なって

奏家にとって，たいていのクラシック音楽のレパート

いる部分が散見された．そうした間違いを含んではいる

リーの曲の進展の仕方は予測の範囲内に収まるだろう．

が，半音階的進行による一時的転調や旋法性のようなコ

しかし，自動生成作品の場合，コンピュータの選択と演

ラールスタイル特有の現象がしばしば起こることで感情

奏解釈の衝突が起こり，演奏者の長年の修練による慣れ

を揺さぶるようなパッセージが多く，また不自然な旋律

が通用しない部分が出てきてしまうために，迷いが生じ

進行が少ないという印象を受けた．そうした点で，デー

たり，つじつま合わせをしたりする必要に迫られる．聴

タからのスタイルの学習が一定の成果を得ている印象を

衆はそれをハラハラしながら聴くような体験をしたこと

受け，人為的なプログラムに極力依存しない人工知能音

だろう．

楽の可能性を感じさせられた．

他方，ベルチョ（bertso）と呼ばれる現在も続くバス
ク地方（スペインとフランスにまたがる地域）の民謡の
スタイルの「バスクからロンドンへ」は，楽曲のクオリ

3·4

人工音楽家の脳としてのニューラルネットワーク
と無意志的記憶

ティが非常に高く，どれがオリジナルかについてプロの

Stefan Lattner と Carlos Eduardo Cancino Chacón

作曲家ですら誤答するケースが見られた．後日行ったあ

の二人組は，奇妙な二曲のモーツァルト風ピアノソロ曲

る講演において聴講者に動画で聴き比べを行ってもらっ

を生成した．モーツァルトのピアノ曲を学習データとし

た際も，オリジナルよりも自動生成バージョンのほうを

て用い，確率的ニューラルネットワークの一種である畳

オリジナルだと判定する人が多く，そちらのバージョン

込み制限ボルツマンマシンをモデルとして用いている．

のほうが音楽的に面白いという感想を得た．パレスト

二つの楽曲は対となる作品である．彼らが作品化するの

リーナとバッハの楽曲は四声のポリフォニーであり複雑

は，中長期な楽曲構成や繰返し構造が確率モデルによっ

で自動生成では対応しきれていない感があったが，当

ては扱うことが困難だという自動作曲の現状の弱点その

作品はコンサートの中でも唯一，単旋律にピアノ伴奏

ものである．モデルに手を加えない一曲目の「Mozart

というシンプルで役割が明確な形式の楽曲であり，自

Unchained」においては，モデルが時間的コンテクスト

動生成は比較的容易であったものと考えられる．当コ

に関する非常に限定されたスコープしかもたないため，

ンサートの楽曲以外でも，2018 年にはソニー CSL パリ

異なる楽想の間をせわしなくさまようかのような音楽

の研究開発に関連する成果として，世界初の人工知能と

となっている．対して二曲目の「Mozart Constrained ：

アーティストの協働によるポップソングアルバムを謳

Alla Turca Meccanica KV 415 8/11」では，自己相似性，

う「HelloWorld」[SKYGGE 18] がリリースされており，

調性，リズムの観点からの制約がモデルに課されており，

単旋律歌曲の生成（作詞や編曲は人間による）は実用の

構成感のある楽曲が目指されたものであるが，生成結果

段階に入ってきたといえるのではないだろうか．

は，特定の楽想への過剰な固執や唐突な楽想の推移など
によって不気味なものとなっていた．

3·3

DeepBach の成果

いずれの場合も，モーツァルトらしさの片鱗を至る

Gaëtan Hadjeres によるバッハのコラールスタイル

所に感じさせながらも，楽曲構成としては明らかに破綻

の三曲の楽曲は，バッハの四声コラールのコーパスか

しているのだが，単なる失敗では片付けられない面白さ

らの深層学習に基づく手法によるものである．そこで

がそこにはあった．ニューラルネットワークは学習し

は，過去の情報および未来の情報を扱う二つのリカレン

た楽曲の流れをそのまま記録しているのではなく，ノー

トニューラルネットワーク（RNN）
，それらの情報を現

ド間の重みの形で多数の音楽的な流れを「圧縮して」記

在において統合するニューラルネットワーク，それを確

憶するものであり，アウトプットは，オリジナルその
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ものではない，ある意味「非忠実」な形で呼び起こさ

組みにおいては，楽曲の個別性ゆえに学習データが不足

れた記憶である．本作品を生成したニューラルネット

するという問題が生じる．対して David Cope の手法は，

ワークは，モーツァルトを偏愛する「人工作曲家」のと

モデルをつくり込んでいたり，既存の楽曲そのものを再

めどない音楽的夢想において呼び起こされる無意志的

利用するような形であるため，全く新しい曲をつくるの

記憶（mémoire involontaire（マルセル・プルースト）
）

は難しいかもしれないが，多くの学習データを必要しな

をシミュレートしているようなものである．二つの性格

い手法だと考えられる．このように，楽曲の生成法と生

の異なる楽曲の組での提示は，そのようなある種のキャ

成楽曲の様式の組合せには相性があり，万能の手法をつ

ラクタ性を感じさせる「人工作曲家の脳」に対して，自

くり上げることは困難である．このことは，後に述べる

由連想させてみたり（一曲目）
，制約をかけてオブセッ

Milton Babbitt のスタイルの作品についてもいえること

ションをもった状態になるよう介入し（二曲目）
，
「人体

である．

実験」をしているかのようでもある．なお，これは入力

コンサートでは，ピアニストの佐久間龍也氏（沖縄県

画像を機械学習の記憶によってデフォルメしてサイケデ

立芸術大学教授）に，演奏や曲の解釈にあたっての実感

リックな画像を出力する Google のシステムとして有名

を解説をしていただいた．David Cope が楽曲生成の下

な DeepDream [Mordvintsev 15] に近いアプローチの音

敷きにしていると感じられる楽曲の話や，調性の推移を

楽版とも解釈できる＊1．

見失ってしまう箇所があること，ベートーヴェン風「ソ
ナタ」において，
「悲愴ソナタ」の構造を踏襲しているが，

3·5

David Cope と物まね

古典派，ロマン派，近代に該当するピアノ曲六作品は，

ソナタ形式といっても展開部において展開がほとんどで
きていない奇妙な「ソナタ」であること，速度の解釈の

Leaning to Create のメンバではなく，自動作曲の代名

つじつまが合わない部分があること，といった違和感な

詞ともいえる David Cope の Experiments in Musical

どを指摘していただいた．コンピュータが生成した楽曲

Intelligence（EMI）という 1981 年から開発されてき

に対する人間の感覚を言語化する試みとして有意義だっ

た有名な楽曲生成システム [Cope 96] によるものであ

たのではないかと著者は考える．

る．本システムでは，既存の特定楽曲のスタイル分析

David Cope の作品は，クオリティが高いがゆえに，

と既存楽曲のモチーフの再利用により楽曲スタイルを

ついまじめに聴いて引き込まれてしまいそうになるが，

摸倣する．EMI においてはローカルなモチーフの遷移

既存曲の断片の「引用」が聞こえたり，展開部が展開で

が augmented transition network によって表現される

きずに終わってしまうことなどを聴くと，笑いを誘われ

が，音楽理論家シェンカーによる SPEAC（Statement,

ずにはいられない．凝ったつくりではあるが，どこか無

Preparation, Extension, Antecedent, Consequent）の枠

理がある物まねのようなところに，著者は，さまざまな

組みによる楽曲部分の意味論的な特徴付けや，部分ど

名画の登場人物に作家自らが扮して笑いを誘う森村泰昌

うしの統語論的な結合の妥当性のコントロールがなさ

の自画像に共通する感覚を見いだす＊2．物まねにおいて

れる．また，signature（リズム，和声，旋律などの要

は，単に似ていることだけではなく，どこかに摸倣の無

素を含む，様式的特徴を表すフレキシブルなフレーズ）
，

理が生じている点こそが面白さにつながる．EMI のよ

earmark（カデンツのようなセグメントの終わりや始ま

うなシステムは，オリジナルのスタイルの忠実な摸倣を

りを表す動き）
，unification（その楽曲の内的構造に関

目指すだけではなく，物まねマシンとしての面白さを追

わる音楽的布置）といった楽曲の形式的な特徴を捉える

求した開発を行えば，クラシックないし現代音楽のコン

仕組みが実装されている．そのため，楽曲の大域的な特

サートで取り上げられるような真正な名曲を生成し得る

徴が良く捉えられた質の高い楽曲が生み出されている．

のではないだろうか．

ちなみに，Learning to Create の作品にはロマン派お
よび近代の楽曲が欠けていたが，これは偶然ではないだ

3·6

人間作曲家のシステマティックな手法と自動作曲

ろう．対位法や和声法などの共通言語からの逸脱度の少

Brian Bemman によるフルートと弦楽四重奏のため

ない古典派あたりまでであれば，複数の楽曲を混ぜて学

の作品「The Computer as Specialist（Who cares if you

習データとしてもそれほど問題にはならないかもしれな

compose?）
」は，ミルトン・バビット（Milton Babbitt，

い．しかし，ロマン派以降では特に，作曲家ごとの個性

1916 〜 2011）のスタイルの楽曲であるが，ほかの作

や，一つ一つの楽曲における創意や詩情などが重視され

品とは生成手法やスタイルの摸倣の意味が大きく異な

てくる．その場合，データからの確率統計的な学習の枠

る．バビット自身，総音列主義の作曲法に基づくシステ

＊1 「人工知能美学芸術展」の出品作として，DeepDream の開発
者の一人でもある Mike Tyka が同プログラムを用いて生成した
作品がコンサート会場入口近辺に展示されていた．また，同展
の広報用画像ならびにそれに関連した展示も DeepDream を用
いたものであった．

＊2 森村泰昌の自画像では，自分とは異なる性別や民族の人物
に無理をして扮している点が一つの重要なポイントだと思われ
るが，この点は David Cope の作品で，モーツァルトの協奏曲
とガムラン音楽という異種の音楽を組み合わせた Mozart in
Bali [Cope 95] の異様さを思わせる．

コンサート「AI 作曲と計算論的創造性」を終えて
マティックな作曲法を編み出した作曲家だったからで
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数理的な表現形式がつくり出す新たな楽曲スタイル

ある．バビットは，12 音音列の内部の組織化としての

著者によるピアノソロ曲「Cellular Alchemy」
（細胞

combinatoriality や，楽曲の大域的な構成に関わる all-

錬金術）は関数プログラミングのためのアルゴリズム作

partition array，リズムを音列主義的に扱う time-point

曲作品であり，コンサートの中で唯一，既存のスタイル

system など，もともと一貫して，かなりの程度数理的に

の摸倣ではなくオリジナルなスタイルの作品である．

記述される手法を用いて作曲を行っていた [Mead 94]．

一般論として，既存スタイルを摸倣した作品は，既存

Brian Bemman はバビットの作曲手法に基づき，バビッ

の作曲家のスタイルの劣化コピー以上になりにくいこと

ト自身は行わなかった（あるいは行えなかった）完全な

や既存の作品が有する歴史的価値をもたないことから，

アルゴリズム化に向けた研究 [Bemman 18] を行ってお

芸術作品としての価値の獲得が困難であろう．すでに述

り，本作品はその研究成果である ．これは，単なるス

べたようなデフォルメやパロディのような特殊な方向性

タイルの摸倣というよりも，作曲プロジェクトの継承・

において価値を見いだせる場合はあるだろうが，それら

発展という意味合いをもつ研究である．

は既存のものの変形であり，一からオリジナルなものを

＊3

本作品の生成においては，バビットによる作曲プロセ

創造するものではない．

スに関する制約や手順に則っているが，そこでは複雑な

では，オリジナルな楽曲スタイルはどのようにして生

制約充足問題を解くための探索手法を要する．バビット

み出せるのか．著者の仮説は，新しい楽曲スタイルは，

の作品のように，上記のような概念，ルール，制約，組

楽曲のつくられる際の条件にふさわしいものへと音楽が

合せ問題などに基づく楽曲を，データからの機械学習に

正しく適応した結果として生じるというものである．例

よって摸倣しようとすることは，そもそもナンセンスで

えば，プラトンやアリストテレスが論じたように，古代

あろう．自動作曲においては，データドリブンな手法以

より特定の感情を表現するために特定の旋法が使用され

外に離散数理的な手法をも併せて研究する必要があるこ

てきたのだとすると [Aristotelis 97, Plato 05]，旋法は

とを本作品は示している．

特定の感情を表現するという条件に適応して生じた一つ

本作品は，無調であり，複雑なリズムやダイナミクス

のスタイルだと逆に解釈してみることができる．そこで

をもっており，聴取や演奏における挑戦を含んでいる．

著者は過去に，特定の感情に基づく人間からの評価値を

特にリズムの複雑さゆえに演奏者間の同期が困難であ

強化学習の報酬に用いてそれにふさわしい新たな旋法を

り，演奏可能かどうか最後まで不安であったが，第一ヴ

生成する研究を行い，実際にそのような適応が起こり，

ァイオリンの阿波根由紀氏（琉球交響楽団コンサートマ

既存の特定の旋法に近いものが生じ得ることを確認した

スター）の強いリーダーシップによって，効率的に練習

ことがある [Tanaka 16]．

とリハーサルを行い，何とか上演に至ることができた．

本作品において，適応の対象としての「楽曲のつく

曲のタイトルは，論争を巻き起こしたバビットの文章の

られる際の条件」として設定したのは，音楽情報をコン

タイトル「The Composer as Specialist（Who Cares if

ピュータで記述するための表現形式（representation）

You Listen?）
」[Babbitt 58] をもじったものである．こ

そのものである．人間による音楽は，五線譜に音符と

の文章においてバビットは，
「serious」で「advanced」

して書かれることが多いが，コンピュータの内部におい

な現代音楽の作曲は，数学のように少数の専門家にのみ

ては，ピアノロール，midi，MusicXML などをはじめ，

理解できるようなものであるため，作曲家は一般の聴衆

五線譜とは異なる形式で表現されることが多い．こうし

から退き，研究に専念できるようにすべきだと論じ，聴

た表現形式の差異こそがコンピュータによる音楽のオリ

き手の役割に対する挑発的な議論を行った．対して本作

ジナリティーの一つの源として重要だと著者は考える．

品は，人間の作曲家の役割への挑発を含んでいる．もし

例えばナンカロウの自動演奏ピアノにおけるロール紙へ

コンピュータがバビット以上に「serious」で「advanced」

のパンチングや，クセナキスのシステム UPIC における

な楽曲を生み出せるようになれば，専門家としてのコン

による二次元平面への描画という新しい楽譜の表現形式

ピュータが，今度はバビットのような作曲家を置いてき

が，それに応じた新たな音楽スタイルと結び付いている

ぼりにするというわけだ．バビットのようなルールに基

ことも，それに近い例としてあげられる．

づく離散数理的な作曲においてこの問題は，コンピュー

「Cellular Alchemy」の作曲において適応の対象とし

タ将棋や囲碁における，コンピュータが人間を超えた後

た具体的な表現形式は，著者が滞在していた IRCAM

の人間棋士の役割は何かという問題とパラレルであろ

の開発する Lisp ベースの作曲支援プログラミング環境

う．

OpenMusic における，小節のリズム構造を扱う rhythm
tree と呼ばれる形式である（詳しくは，作曲家ブライア
ン・ファーニホーの複雑なリズムをこの形式で表現した

＊3 ちなみに，本作品にはまだ反映されていなかったが，著者
と Brian Bemman の共同研究 [Tanaka 16] においては，allpartition array の生成問題の数理的な定式化および求解に成功
した．

文献 [Malt 06] を参照）
．Rhythm tree は木構造や多重
的なリストとしても捉えられるが，著者はそれを図 1 の
ような関数表現（合成関数）として捉えている．一つの
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小節（bar）は，拍子（meter）とリズム（rhythm）を

行っていることに変わりはなく，人工知能が作品の大本

変数とする関数であり，リズムはいくつかの細胞（cell）

となる美の基準を自律的に発見・設定するところまで到

を変数とする関数である．さらにその細胞は細胞を変数

達しているわけではない．そこで本章では，人工知能美

とする関数である．各細胞は一つのリストであり，その

学芸術研究会のテーマである人工知能による自律的な美

要素は proportion（細胞の相対的な長さを表す数）
，ま

学や芸術の獲得という困難な課題について，今後どのよ

たは proportion と別の細胞の組（proportion, cell）のい

うな研究が必要なのかを考えてみたい．

ずれかの形をとる．このリズム表現が独特なのは，他の
変数（proportion の割り当られる小さなリズム細胞）を
固定すると，一つの小節（合成された関数としての bar）

4·1

作曲の背後にある創作の動機

David Cope の諸作品は，かなりの完成度に至ってい

が拍子の分子（numerator）
，分母（denominator）
，各

るにもかかわらず，真面目な作品とは受け取りがたい部

細胞の長さ（proportion）のみを変数とする関数として

分があるのはなぜなのか．それは，作品生成の主体を人

捉えられることである．これは，一音一音の音符や休符

工知能だと解釈した場合，自発的な創作動機が見えない

の集合として小節を表すのとは異なる小節の捉え方であ

という点に関係していると著者は考える．人間による作

り，変数を一つ動かすと，小節の構造を保ったまま，小

品の場合は，美意識，表現欲求，歴史意識，政治意識，

節の長さや諸細胞の長さ（proportion）の比率が変わり

ブランディング意識などの多岐にわたる動機や思慮に

伸縮する「トポロジック」な変形がなされる表現である．

よって作品は背後から支えられている．観客も作者の思

これらの変数の操作は，不規則な拍節感やリズム感，右

いを読み取ろうとし，それとの関係で作品を鑑賞するこ

手パートと左手パートの「トポロジックな」ずれなどの

とは一般的であろう（ロラン・バルトの「作者の死」や

効果を生み出す．それを利用して著者はこの表現形式固

ジャック・ランシエールの「解放された観客」のような

有の音楽スタイルをつくり出した．なお，そこにおいて

意味での観客による能動的な解釈は，それとは別に重要

は，楽曲全体もまた多くの関数の合成による一つの大き

であるが）
．他方，特定の作曲家のスタイルを摸倣する

な関数として構造化される．

ことを他律的な命令によって行うコンピュータの作品に

3·4 節で先に述べた，モーツァルトから学習するニュー

対して，観客は，作者の思いを読み取ろうとする解釈行

ラルネットにおいてもまた，ノードとコネクションによ

為が宙づりにされたり，聴いている対象がシステム自身

るネットワークという数理的な表現形式がベースとなっ

の自発的な表現ではないことを感じ取り，物足りなさを

ている．そしてコネクショニズム的な表現形式がもたら

感じるのではないだろうか．

す記憶のしかたの独自性そのものが音楽の個性につな

小崎哲哉によれば，アートの構成要素はインパクト，

がっている．そうした隠れた基礎の部分としての数理的

コンセプト，レイヤの三つであり，アーティストの創作

な表現形式こそが，既存スタイルの摸倣を超えて新たな

動機は「新しい視覚・感覚の追求」
，
「メディウムと知覚

音楽スタイルを生み出す源として重要だというのが本作

の探求」
，
「制度への言及と異議」
，
「アクチュアリティと

に含まれる著者の主張である．

政治」
，
「思想・哲学・科学・世界認識」
，
「私と世界・記憶・
歴史・共同体」
，
「エロス・タナトス・聖性」の 7 種類あり，

bar = B(meter, rhythm).
meter = M (numerator, denominator).
rhythm = C(cell1 , cell2 , ..., cellN ).
celli = C(celli,1 , celli,2 , ..., celli,Ni ).
...
A cell is a list whose elements are in the form of
either proportion or (proportion, cell).
図1

小節のリズムの関数表現

それに尽きるという．そして，それらの観点からの作者
の動機の推定値と鑑賞者の判定値に基づく「現代アート
採点法」を提示している [小崎 18]．現状の人工知能音
楽は，システム自身を作者とみなしてこのような採点に
かけた場合，多くの評価軸において低評価となる場合が
ほとんどだろう（ただし，コンピュータからの支援を得
つつも，創作の背後の動機は人間が担うコンピュータ支
援作曲（computer-aided composition）のアプローチと
してみればその限りではないが，本章ではコンピュータ
支援作曲は自動作曲とは別ものとして考察の対象外とす
る）
．

4．楽曲自動生成から作曲家自動生成へ

現状の人工知能音楽に欠けているのは，そうした創作
の背後にある動機の部分だと著者は考える．それを埋め

前章ではコンサートの内容を説明し，それぞれの作

るには，単に楽曲を生成するプログラムを書くだけでな

品から垣間見えるコンピュータ生成音楽の意義や可能性

く，楽曲が存在する理由を与える多様な動機をも生成す

について論じた．それぞれの作品にはコンピュータ音楽

る必要があるだろう．つまり，単なる楽曲生成の研究か

としての固有の美点が見いだせたものの，ラジカルに見

ら，作曲家（あるいは音楽に限らず他の芸術も含めた芸

れば，システムの作者がメタレベルで作品の方向付けを

術家全般）そのものを生成対象とする研究へとシフトす

コンサート「AI 作曲と計算論的創造性」を終えて
ることが重要になってくると考えられる．
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を結び付けるモデルを立てるほうが有効かもしれない．
ここで著者が注目したいのはパティシエ（菓子職人）と

4·2

生物の美意識の創発に関するマルチエージェント

いう存在である（ここではパティシエも芸術家に含め

シミュレーション

ることとする）
．音楽は「聴覚のチーズケーキ」[Pinker

創作の動機をもつ主体を生み出す研究のためのヒン

03] であるという言葉があるように，音楽とデザートに

トとしては，
「人工知能美学芸術展」の参加者でもある

は余剰性という意味での共通性がある．味覚や聴覚はも

畒見達夫らによる作品「進化する恋人達の社会による高

ともと生物にとって生存のために有用なセンサとして発

速伝記」[Unemi 17，Unemi 18] は参照に値する．彼ら

達したはずだが，今となっては逆に，発達してしまった

は，社会の中での生物個体間の恋愛・生殖のダイナミク

味覚系や聴覚系を刺激し報酬を与えるためという本末転

スをマルチエージェントシミュレーションによって視覚

倒した目的でデザートや音楽がつくられているという見

的に模擬し，各個体の「人生」の記録を文章と音声で表

方である．

現するメディアインスタレーションを発表した．そこに

甘さの感覚がエネルギー摂取のセンサだとすれば，甘

おいて，生物個体のモデルは好み（preference）と外見

いものを積極的に追求するエージェントや，それを満た

（appearance）という，異性との関係性を規定する「美」

すことを生業とするエージェントの創発を，生存欲求か

のパラメータをもっている．シミュレーションの初期世

ら派生したものとして理解することができる．カロリー

代は異性愛であるか同性愛であるかについての偏りをも

摂取が過剰な現代においても，一度定着した甘さへの欲

たない状態でスタートするが，後続の世代は，進化の過

求やパティシエの職業は淘汰されず，社会的な制度とし

程で性的な嗜好に偏りが生じていく．つまり，この作品

て再生産される．パティシエの創作コンクールのように，

においては，恋愛・生殖を美の起源と仮定するモデルに

新たな味覚を求めた創作活動も活発である．そこではエ

よって，
「美」の基準が進化的・社会的なダイナミクス

ネルギー摂取のことを忘れて味覚的な美が追求され，生

によって変化していく様がシミュレートされる．

存のための欲求が作品創作の原動力へと転化される形と

この作品における美は異性を魅きつける美に限定され
たものであるが，著者が提案したいのは，このようなマ

なる．こうして「芸術のための芸術」のような自家撞着
が社会連関の中で成立し得る．

ルチエージェントシミュレーションの対象を，単純に恋

社会の中でパティシエが安定したステータスの高い職

愛・生殖を行う生物個体から，作品の鑑賞・創作をも行

業とみなされれば（例えばフランスでは国家資格をもつ

う芸術家モデルへと改変する研究を行うことである．求

パティシエは高い社会的地位をもつとみなされる）
，パ

愛行動としてのダンスや歌，衣服やアクセサリーの創作

ティシエになることは子供をもち育てるために有利とな

といったことが，恋愛・生殖の動機の延長線上にある「作

り，結果的に異性を魅きつける戦略としても成立し得る．

品制作」の原始的な形態の例としてあげることができる．

したがって，甘いものが特別好きでなくても，異性を魅

しかし，より現実の人間社会における芸術に近づけるに

きつけるためにパティシエになるという戦略をとる個体

は，生物としての低次の要求から出発して，進化の過程

が現れないとも限らないし，おいしい店を知っているこ

で社会的承認欲求のような高次の欲求の創発ともリンク

とが，その個体の他者からの評価につながるために情報

する形でエージェントが芸術活動を行うような，高度な

通になろうとするといった振舞いが見られてもおかしく

シミュレーションモデルが求められるだろう．そこでは，

はない．このように，高度に発達した社会においては，

前述の小崎の採点法に現れるような創作の動機と鑑賞行

一つの欲求がほかの欲求と混合したり入れ替わるなどと

為のさまざまなアスペクトが考慮に入れられるのが望ま

いったことが起こり得る．その中で，作品制作の動機や

しい．それが可能になったとしても，
人工芸術家がシミュ

芸術ジャンルの存在意義が変化していくことだろう．

レーション上でつくり出した作品を人間が直ちに感覚的

こうしたすべての社会連関との関連で初めて芸術家の

に理解できるとは限らないが，シミュレーション結果の

創作行為の全貌が理解できる．パティシエのモデルは，

定量的な分析により，作品の意味や動機を解明したり，

生存欲求から始まり，いかに芸術への欲求が社会の中で

どのように芸術が進化の過程で発生するに至るのか，新

変化，創発するかをシミュレートするためのプロトタイ

しい美学がどのようにして発生するのか，といった実証

プとして有用かもしれない．

的な研究が困難な問題にアプローチする道も開けるかも
しれない．

4·4

適応度関数の内在化の重要性

シミュレーション上の世界において生物個体の進化
4·3

聴覚のチーズケーキとパティシエモデル

のための計算手法の代表的なものに遺伝的アルゴリズム

そうしたシミュレーションを行ううえで，有性生殖の

がある．これは，各個体の良し悪しを判定する適応度を

動物においては畒見らの恋愛・生殖と美を結び付けるモ

定義し，適応度の高い個体の遺伝子を用いて次世代の個

デルは有効かもしれないが，その前提なしに生物一般を

体の生成を行うというステップを繰り返すことで，生存

シミュレートする場合には，むしろエネルギー摂取と美

に有利な個体を出現させていく手法である．しかし，残
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すべき遺伝子を選択する基準となる適応度関数（fitness

シエモデルなどは，研究の初期段階のモデルとして，か

function）それ自体は人為的に設定する必要がある．適

なりの程度は人為的にプログラミングする必要があるだ

応度関数を人為的に設定するということは，何が残され

ろうが，理想的には，それらのモデル自体も創発的に獲

るべきかを設計者が事前に知っているということであ

得されるのが望ましく，究極的には，生命体それ自体の

り，結局シミュレーション全体が，設計者の想定の範囲

創発の段階からシミュレートできるのが望ましい．それ

内に収まってしまい，予定調和的な結果しか生まれない

によってこそ，生物にとって芸術や美とは何かという問

恐れがある．

題を根源的に扱えることになるだろう．

適応度を人為的に設定するような遺伝的アルゴリズム

そのためには，何の評価基準もあらかじめ与えられて

による音楽や他の芸術作品の生成研究はすでに多く行わ

いない原初の世界において，なぜ生命体が発生し得るの

れているが，神でない人間の設計者が，芸術の良し悪し

か，そもそも生命体とは何か，という難問に答えなけれ

をあらかじめ適応度関数として設計することは，自律し

ばならない．現時点での著者の解答は「この世界におい

た美学をもった芸術家エージェントの生成というシミュ

て，一方向に流れタイムリープが不可能であるような時

レーションの趣旨に反する．むしろ，自分自身で美の基

間の中にすべてのものが存在していることが生命体の発

準を発見するようなエージェントを創発させられるかど

生の根拠である」
，
「生命体とは，時間が消去法的に残し

うかが問題である＊4．そもそもこの世界において，適応

た存在者のなかで最も複雑なものである」というもので

度の普遍的な基準は見いだしにくく，時間に応じて適者

ある．

も変化するはずである．例えば，どんなに優れたように

どういうことか．一方向に流れタイムリープが不可

見える個体であったとしても，何の前触れもなく偶然事

能な時間の中において，物事は一度消滅すると将来には

故にあって死ぬかもしれないし，ある一時期は商売が繁

影響力を及ぼせないため，時間は，現在の連続において

盛したとしても，そのうち同じ商品が社会の変化ととも

「存在を継続するもの」に優位性を与える．例えば，継

に時代遅れになり倒産するかもしれない．結果論として

続する形をもたらす固体は，継続して同じ形をとること

残ったものが適者なのであり，あらかじめ決められた適

が困難な液体や気体に比べてある種の優位性をもつ．ま

応度の基準に従って選別されるのが適者なのではないは

た，周期運動を続け，安定した状態で存在し続ける惑星

ずである．

は，一時的な存在である流星や彗星に比べてある意味優

先に述べた畒見らのシミュレーションにおいても遺伝

位性をもつ．このように時間というものは，一時的な存

子の伝達は行われているが，遺伝的アルゴリズムとは異

在を排除しようとする傾向性であり，固体物や周期性な

なり適応度関数は用いられていない．その代わり，
シミュ

どのように「存在を継続するもの」を消極的に支持する

レーションの中で，偶然的，あるいは運命的に出会い， （力学系における不動点，サイクル，アトラクタのよう
カップルが成立し，子供が生まれる際に遺伝がなされる

なものにも近い）
．ウイルスや生命体は，
自己が壊れても，

だけであり，超越的な基準による評価，選別が起こって

修復したり増殖したりできるようなロバストな存在であ

いるわけではないことに注目したい．適応度の高さは，

り，ただの固体物や周期運動よりも複雑ではあるが「存

実際にカップルが成立し子供が生まれるという出来事に

在を継続するもの」
である点は同じである．
「存在を継続」

よって，後付けで証されるにすぎない．

し得ないものは現在から退き影響力を失うため，消去法

このように，シミュレーションの中で芸術創作の動機
や美意識を誕生させ，予定調和的でない芸術家を創発さ

的に，安定的に存在し続けるものが支配的なものとして
残る，そして残されたもの達を前提として，
「存在の継続」

せるためには，超越的な適応度関数を設定するのではな

をめぐるさらに高度化した局面が開かれ，さらに複雑な

く，シミュレートする世界の予期できない時間発展その

存在様態をもつものが遅れて誕生する．それが行き着い

ものが内在的に淘汰を行うような「適応度関数」として

た先が生命体である．この遅れはあるものの，生命体は

働く世界設定をうまくつくることこそが重要だと考えら

固体物や周期運動が存在するのと同じく「時間」の力に

れる．

よって出現が促進されているものだと考えることができ
る．

4·5

生命体の創発の促進者としての「時間」

いったん生じた生命体は時間が経つにつれて固体や種

最後に，さらに考えを進めれば，エネルギー摂取のよ

の自己保存欲求を発達させていく．自己保存欲求とは
「存

うな低次の欲求すらもプログラムされていない状態から

在を継続する」ことを，時間に促されてではなく自ら積

生命を誕生させるという課題に行き着く．先述のパティ

極的に追求する姿勢である．しかし，それをもつに至る
ことは，
自己の「存在を継続する」ために有利であるため，

＊4 「人工知能美学芸術展」において展示された「スマホロボット
（smartphone robots）
」
（銅谷賢治とスマホロボット開発チーム）
はこの問題と関係が深い．スマホロボットは，強化学習におけ
る報酬を変化させることで自ら目標を設定することを目指して
開発された簡易なロボットである．

時間に促されて必然的に起こるものと考えられる．やが
て進化によって誕生した人間という生命体は，今度は文
字，録音，映像のような，人間の自己保存に役立ちそう
な他のものの「存在を継続させる」ための各種の新しい

コンサート「AI 作曲と計算論的創造性」を終えて
保存技術を「時間に促されて」見いだしていく．このよ
うに，時間こそが生命体の発生や進化を駆動する大本の
力だと考えることができる．
こう考えると，適応度関数の内在化と，生命体の創発
の原動力としての「時間」さえ適切に実装できれば，シ
ミュレーション上の世界で「存在を継続するもの」がさ
まざまに創発され，その中にやがて生命体のようなもの
が見いだせるようになるかもしれない．そしてそれが進
化し，ささやかにでも芸術や美学のような振舞いを開始
してくれることを期待したい．
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