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概要
本論文では,校歌のための歌詞作成支援システム

を紹介する. 前提として,システム単独で歌詞を生成
する (完成させる)というよりは,ユーザとのやりと
りを通して歌詞を完成させること (作詞の支援)を想
定している. そのため,システムによる歌詞の生成と
ユーザの編集を交互に行えるように設計した. 校歌
の特徴として, (ユーザが希望した場合)学校名を歌
詞に含めることが要求されるので,制約付きデコー
ディングによってこれを実現した.

1 はじめに
理化学研究所 AIP および iU 情報経営イノベー
ション専門職大学 B Lab が共同で取り組んでいる
「超校歌～AIがつくるみんなの校歌～」プロジェク
ト1）では, AI技術を用いて,価値観が多様化する時代
に相応しい,進化する校歌のあり方を検討している.
この取り組みの一環として,校歌のための歌詞作成
支援システムを開発した. 本論文では,今回開発した
歌詞作成支援システムの紹介を行う.
本システムは,校歌の歌詞作成支援を目的として
おり,特に作詞経験の少ないユーザの支援を想定し
ている. 作詞経験が少ないユーザにとって,ゼロから
歌詞を作ることは難しいと思われる. 一方で,原案と
なる歌詞が提示された場合,それを編集し,完成を目
指すことは比較的容易である. 本システムでは, 原
案を提示することによって,経験が少ないユーザで
あっても作詞に簡単に取り組めるようになる (と期
待している).
これを踏まえた上で,以下の 4点をシステムの要
件とした.

1） https://blaboratory.org/chokouka/

• システムが原案となる歌詞を提案できる.
• ユーザが提案された歌詞を自由に編集できる.
• システムが,ユーザの編集に基づいて,歌詞を再
生成 (修正)することができる.

• 生成する歌詞に関する制約条件を入力できる.

この要件を満たすためには,歌詞生成器を開発す
る必要がある. 本システムでは,キーワード (歌詞の
雰囲気を表現する単語など)と学校の種類 (幼稚園・
保育園,小学校,中学校,高校,大学のうち,どの区分
の校歌を生成するか)がユーザによって入力される
ことを前提としている. さらに,ユーザが希望した場
合,特定の単語 (やフレーズ)を必ず歌詞に含めると
いった制約を付け加えることができる. 本システム
では,これらの情報から歌詞を生成する.
歌詞生成と一般的な言語生成を比較した場合,歌
詞生成固有の問題として,上述した特定の単語を必
ず歌詞に含める制約の他にも,韻やモーラ数などに
関する制約が考えられる. 本論文では特定の単語 (学
校名2）)を歌詞に含めることのみを取り扱い,残りの
問題 (韻とモーラに関する制約)は今後の課題とし
た. 以後,「学校名制約」と記述した場合,学校名を歌
詞に含めるか否かに関する制約を指すことにする.

2 校歌歌詞作成支援システム
本システムでは,ユーザとのやりとりを通して歌
詞を完成させること (作成の支援)を目指している.
これを実現するため, システムによる歌詞生成と
ユーザの編集を交互に行えるように設計した. 具体
的には,以下の手続きによって歌詞を作成する.

1. ユーザがキーワード (歌詞の雰囲気を表現する
単語など)や学校の種類 (幼稚園・保育園,小学

2） 地名などを指定することも考えられるが,本研究では学校
名のみを対象とした.
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図 1 ユーザインターフェース.

校,中学校,高校,大学のどれか),学校名制約 (学
校名を歌詞に含めるか否か)を入力する

2. システムがユーザの入力に基づき原案となる歌
詞を生成する

3. ユーザが生成された歌詞を編集する
4. システムがユーザの編集に応じて歌詞を再生成

(修正)する
5. 3-4を繰り返す
まずはじめに,システムのユーザインターフェー

スと歌詞生成器を説明し,その後,実際にシステムを
用いて作成した歌詞の例を示す.

2.1 ユーザインターフェース
図 1に開発したシステムのインターフェースを示

す. このシステムには, 2個のテキストボックスと 1
個のプルダウン型選択メニュが準備されている. 各
テキストボックスには,歌詞に含める単語 (学校名)
と歌詞の雰囲気を表すキーワードを入力することが
できる. プルダウンは学校の種類 (幼稚園・保育園,
小学校,中学,高校,大学)を選択することができる.
ユーザが, これらの情報を入力し, 生成ボタンをク
リックすることで,システムが歌詞を生成する. 生成
された歌詞は右のテキストボックスに表示される.
ユーザはこの歌詞を自由に編集することができる.
編集後,再生成ボタンをクリックすることで,編集箇
所より後ろの歌詞をシステムが再生成 (修正)する.
この再生成時には,ユーザの入力 (テキストボックス
とプルダウン)も反映されるため, 歌詞の途中から
キーワードや学校の種類を変更することもできる.

2.2 歌詞生成器
本論文で取り扱う歌詞生成は,ユーザの入力 (キー

ワード,学校の種類,学校名制約)から歌詞を生成す

るタスクである. これは,言語生成タスクの 1種だと
考えることができる. 近年の言語生成においては,エ
ンコーダ・デコーダモデルを採用することが主流で
あり,その有効性が種々の言語生成タスクにおいて
報告されている [1, 2, 3]. このような背景から,本研
究においてもエンコーダ・デコーダモデルを用いて
歌詞の生成を行う. 具体的には,キーワードと学校の
種類を特殊記号 [SEP]で連結したものをエンコーダ
に入力し,デコーダによって歌詞を生成する. 再生成
時 (ユーザが歌詞を編集した場合)には,歌詞の先頭
からユーザが編集した箇所までをデコーダの出力と
して固定し,後続 (続き)の歌詞を生成する.
ユーザが歌詞に含めたい単語 (学校名)を指定し

た場合, デコーディングは制約付き生成問題とな
る. 制約付き生成問題は, 制約を必ず満たす方法
[4, 5, 6, 7, 8] と必ずしも満たさない (が満たされや
すくなるように工夫をする)方法 [9]の 2種類のア
プローチが存在する. 本システムにおいては, 学校
名が指定された場合,その指定された学校名を歌詞
に必ず含めることが望ましいので,前者のアプロー
チを採用する. 具体的には, 制約付きビームサーチ
[4, 5, 6, 7]を利用する.
当然ではあるが,ある学校の歌詞を考える場合,そ

の歌詞に他の学校の名前が含まれることは考えにく
い (例えば,千葉工大の校歌を考えた場合,「iU情報
経営イノベーション専門職大学」が歌詞に含まれる
ことは考えにくい). 一方で,学校名を歌詞のどこに
配置するかには,なんらかのパターンが存在してい
ることが予想される (実際,多くの校歌において,歌
詞の最後に学校名を配置する傾向があることを観測
している). そのため,学校名制約が課されている場
合,歌詞生成器が学習すべきものは,学校名 (の文字
列)自体ではなく, どこに学校名を配置するかとい
う点だと考えられる. これを実現するため, データ
の前処理として,各歌詞に出現する学校名を特殊記
号 [NAME]に置換した. これによって,学校名の表層
情報を削除し, 位置情報のみ (どこに配置すればよ
いか)をモデルに学習させる. 生成時には,制約付き
ビームサーチによって [NAME]を含む系列 (歌詞)を
探索する. 後処理として,生成された歌詞に含まれる
[NAME]を実際の学校名 (ユーザの入力)に置換する.
図 2に具体例を示す.
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キーワード: 習志野, 若草  
学校の種類: 大学 
学校名制約: 千葉工大 
入力:  
大学[SEP]習志野_若草 

習志野は 若草もえて 
潮風に 匂へる希望 
見よ この大地 この青空を 
学びの野 はてなく広く 
真理の陽 燦と輝けり 
工大 工大 [NAME] 

習志野は 若草もえて 
潮風に 匂へる希望 
見よ この大地 この青空を 
学びの野 はてなく広く 
真理の陽 燦と輝けり 
工大 工大 千葉工大 

生成  後処理 

図 2 歌詞生成手続きの例. 特殊記号 [NAME] (オレンジ色)を生成し,後処理で学校名 (青色)に置換する.

キーワード: 明るい,楽しい 
学校の種類: 幼稚園・保育園 
学校名制約: X幼稚園 
入力:  
幼稚園・保育園[SEP]明るい_楽しい 

明るいお空に みんなで手をつなぎ 
楽しい幼稚園が いっぱいあるよ 
今日は何して遊ぼうか 
あそぼーい わたしの園 
 
元気な歌声 広がる丘 
明るくて笑顔 あふれる丘 
いつも一緒に 遊ぼうか 
あそぼーい わたしの園 
 
風はさわやかに みんなで手をつなぎ 
楽しい幼稚園が いっぱいあるよX幼稚園 

システムの生成   ユーザの編集  
明るいお空に みんなで手をつなぎ 
今日も明日もいっぱい遊ぼうよ 
今日は何して遊ぼうか 
あそぼーい わたしの園 
 
元気な歌声 広がる丘 
明るくて笑顔 あふれる丘 
いつも一緒に 遊ぼうか 
あそぼーい わたしの園 
 
風はさわやかに みんなで手をつなぎ 
楽しい幼稚園が いっぱいあるよ 
X幼稚園 

明るいお空に みんなで手をつなぎ 
今日も明日もいっぱい遊ぼうよ 
雨でも晴れでも 
 
元気な歌声が あふれる丘に 
みんなで手を取り合って 仲良く歩もうよ 
X幼稚園 

システムの再生成   ユーザの編集  

明るいお空に みんなで手をつなぎ 
今日も明日もいっぱい遊ぼうよ 
雨でも晴れでも大丈夫X幼稚園 
 
元気な声で みんなで手をつなぎ 
楽しいことの輪を 広げようよ 
雨でも風でも大丈夫X幼稚園 

明るいお空に みんなで手をつなぎ 
今日も明日もいっぱい遊ぼうよ 
楽しい幼稚園 
 
元気な歌声が あふれる丘に 
みんなで手を取り合って 仲良く歩もうよ 
X幼稚園 

システムの再生成  

図 3 システムの使用例: システムの生成 (青色)とユーザの編集 (オレンジ色)を交互に繰り返すことができる.

表 1 実験で使用したデータの曲数と歌詞の文字数.
曲数 歌詞の文字数

訓練 開発 評価 min mean max

幼稚園・保育園 37 5 5 57 148 247
小学校 140 18 18 33 145 243
中学校 143 18 18 38 148 262
高校 153 19 20 34 168 990
大学 138 17 18 28 160 319

2.3 デモンストレーション
図 3に,本システムの使用例を示す. これまで説明

した通り,システムによる歌詞の生成とユーザによ
る編集を交互に繰り返すことで,作詞に取り組むこ
とができる. 編集および再生成によって,後続 (オレ
ンジ色の後)の歌詞が変化することがわかる.

3 歌詞生成器の性能評価
本システムで用いた歌詞生成器の性能を報告

する.

3.1 実験設定
本実験では,校歌 767曲からなるデータを使用し

た. このデータは, 幼稚園・保育園 (47 曲), 小学校

習志野は 若草もえて 
潮風に 匂へる希望 
見よ この大地 この青空を 
学びの野 はてなく広く 
真理の陽 燦と輝けり 
工大 工大 千葉工大 

歌詞  前処理後 

習志野は 若草もえて 
潮風に 匂へる希望 
見よ この大地 この青空を 
学びの野 はてなく広く 
真理の陽 燦と輝けり 
工大 工大 [NAME] 

図 4 データの前処理: 学校名の置換 (オレンジ色)とキー
ワードの抽出 (青色).

(176曲),中学校 (179曲),高校 (192曲),大学 (173曲)
の校歌で構成されており, 各曲は歌詞とメタ情報
(キーワード,学校の種類,学校名制約)のペアになっ
ている. このデータをランダムに分割し, 80% (611
曲)を訓練用に, 10% (77曲)を開発用,残り (79曲)を
評価用のデータとした. 本実験で使用したデータの
統計情報を表 1に示す.
実際のシステム運用時には,メタ情報はユーザに
よって入力されることを想定しているが,性能評価
を簡便に行うため,以下の方法でメタ情報を準備し
た. 歌詞から名詞, 形容詞, 副詞を抽出し, それらを
キーワードとした. 学校の種類は,実際の種類 (幼稚
園・保育園, 小学校, 中学校, 高校, 大学のうちのど
れか) を使用した (例えば, 千葉工大の校歌の場合,
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キーワード: 習志野, 若草  
学校の種類: 大学 
学校名制約: 千葉工大 
入力:  
大学[ EP]習志野_若草 

習志野は 若草もえて 
潮風に 匂へる希望 
見よ この大地 この青空を 
学びの野 はてなく広く 
真理の陽 燦と輝けり 
工大 工大 [NAME] 

1エポック目

2エポック目

キーワード: 習志野, 潮風, 希望 
学校の種類: 大学 
学校名制約: 千葉工大 
入力:  
大学[ EP]習志野_潮風_希望 

習志野は 若草もえて 
潮風に 匂へる希望 
見よ この大地 この青空を 
学びの野 はてなく広く 
真理の陽 燦と輝けり 
工大 工大 [NAME] 

5 

5 

入力  出力 

入力  出力 

図 5 学習時の入力と出力. キーワードを全て使うのではなく,エポックごとにランダムにサンプルする.

表 2 実験結果. 各スコアは平均値,かっこの中は標準偏
差を示している..

R-1 R-2 R-L FP

26.9 (0.6) 3.6 (0.3) 16.7 (0.5) 37.4 (0.2)

「大学」とした). 歌詞に学校名が含まれている場合
は学校名制約を課すものとし,学校名が含まれてい
ない場合, 制約はないものとして取り扱った. 制約
のある曲は,学習データに 189曲,開発データに 32
曲,評価データに 26曲含まれていた. なお,データの
前処理として,各歌詞に出現する学校名を特殊文字
([NAME])に置換した. 図 4に具体例を示す.
実際の運用を考えた場合,ユーザがキーワードを

大量に入力することは稀だと思われる. そのため,準
備したキーワード全てを入力とするのではなく, 1か
ら 3個ランダムに抽出し,それらを入力とすること
で実際の設定に近づけた. このサンプリングは,学習
と評価の双方で行なった. 図 5に学習時の例を示す.
本実験の生成対象は日本語なので, mC4 [2]および

Wiki-40B [10]に含まれる日本語テキストのみで事前
学習された T5 [2]を使用した.3）このモデルに対し,
クロスエントロピー損失を用いてファインチューニ
ングを行なった. 使用したハイパーパラメータおよ
び実装の詳細は付録に記載した.

3.2 実験結果
表 2に ROUGE [11]を示す. 表の FP (false positive)

は,制約がない ([NAME]が正解の歌詞に含まれてい
ない)場合に [NAME]がどのぐらい出力されたかを
示しており,値が大きいほど誤って [NAME]を出力
していることを意味する. 制約がない場合であって
も,頻繁に [NAME]が出力されるのではないかと予

3） https://huggingface.co/megagonlabs/

t5-base-japanese-web

想していたが,本実験では, 37.4% (26曲中で約 10曲)
であった.
本実験では,ユーザの入力となるキーワードを,歌
詞から抽出した単語のランダムサンプリングで代用
している. このランダムサンプリングの影響を考慮
するため, 5回評価を行い,その平均と標準偏差を報
告している. 表の通り,標準偏差は 1.0以下になって
おり,サンプリングがスコアに対して与える影響は
大きくないと思われる.

4 関連研究
歌詞生成に関する研究は近年活発に研究されてい
る [12, 13, 14]. 一般的な歌詞を対象とするのではな
く,ラップの生成 [15]や詩 [16],短歌の生成など [17]
様々な形態の詩を対象とした研究も行われている.
また,本研究では,キーワードから歌詞の生成に取り
組んだが,メロディから歌詞を生成する研究も存在
する [12, 13, 14]. 本研究は,校歌を対象としている点,
および,生成の支援を目的としている点がこれらの
研究とは異なる.

5 おわりに
本論文では,校歌のための歌詞作成支援システム
を紹介した. 作詞経験が少ないユーザでも気軽に作
詞体験を楽しめるように,システムが原案となる歌
詞を提示できるようにした. 提示された歌詞は,ユー
ザが自由に編集でき,その編集に応じた歌詞をシス
テムが再生成できるように設計した.
今後の課題は,システムではなくユーザが原案を

提示すること,歌詞生成時に韻を考慮すること,モー
ラ数に制約を入れること,音・メロディから歌詞を
生成すること,などの機能を実装することである.
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A ハイパーパラメータ
以下のハイパーパラメータを用いて T5 の学習

(ファインチューニング)を行なった.

• learning rate: 5e-05
• batch size: 8
• optimizer: AdamW [18]
• lr scheduler: linear
• max epochs: 300

また,歌詞生成時には以下のハイパーパラメータ
を用いた.

• max length: 256
• temperature: 0.5
• repetition penalty: 4.0
• number of beams: 2

これらのハイパーパラメータは,開発セットにお
ける ROUGE-Lのスコアに基づいて選択した.

B 実装の詳細
歌詞生成器の実装は PyTorch v.1.13.1 [19] および

Transformers v4.25.1 [20], SentencePiece [21]を利用し
た. キーワード抽出のために Sudachi [22]を使用し形
態素解析を行なった.
制約付きビームサーチは Transformersの generate

関数 (force words idsを指定)を利用した.4）

ROUGEの計算には SumEvalを使用した.5）

C 論文に掲載した歌詞について
本論文では,例 (図 2, 4, 5)を示すため千葉工業大

学校歌 (1番のみ)を使用した. 千葉工業大学校歌は
大学ホームページにて公開されている.6）なお,本シ
ステムを構築するために使用したデータ (表 1)に,
千葉工業大学校歌は含まれていない. 図 3で示した
例は,実際にシステムを用いて生成した歌詞である.

4） https://huggingface.co/docs/transformers/main/

en/main classes/text generation#transformers.

GenerationMixin.generate

5） https://github.com/chakki-works/sumeval

6） https://www.it-chiba.ac.jp/institute/disclosure/

school-badge/
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