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頻出エピソードマイニングを用いたイベント系列からの周期性発見
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あらまし 巨大なデータ集合の中から，有用な知識や情報を発見するデータマイニングは，現代の様々な分野で重要

な技術である．特に，系列データを対象とした系列データマイニングが注目を集めている．ここで，入力される系列

データ S 上に頻出する部分系列のパターン（エピソード）の出現情報は，S に内在する隠れた周期構造に強く関連し

ていると思われる．そこで本稿では，頻出エピソード発見を用いた系列データの周期性を発見する手法を与える．ま

た，系列データとして音楽データに適用し，楽曲データ中に内在する周期性を発見するための予備的な実験を行った．
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Abstract Recently, knowledge discovery in large data increases its importance in various fields. Especially, data

mining from time-series data gains much attension. Information about frequent subsequence (episodes) in the input

time-series data can be considered to be highly relevant for a hidden periodicity intrinsic in the input data. In this

paper, we present a method for finding the periodicity using frequent episode-mining. Moreover, we present some

results of preliminary experiments for finding a periodicity in a musical data.
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1. は じ め に

ネットワークと計算機の性能上昇に伴うデータ量の増大を背

景として，巨大なデータから有用な知識や情報を規則やパター

ンとして発見するデータマイニングの研究が活発に行われてお

り，様々な分野への応用が期待されている．例えば，流通分野

では，購買履歴から顧客の購買パターン等を発見することで，

有効な販売戦略をとることができるようになる．また，医学や

生命科学分野では，長大な記号列である DNA配列から特徴的

なパターンを発見することで，新しい仮説を立てる補助となり

うる．

対象とするデータや見つけたいパターンの構造によって，こ

れまでに種々のデータマイニング手法が提案されている．特に，

系列データは基本的な大規模データの一つであり，系列マイニ

ングの研究が注目を集めている [11]～[15]．これは，与えられ

た系列データに一定以上の頻度で出現するパターンを見つける

問題である．ここで，与えられる系列データ S とは，ある定め

られた文字集合（アルファベット）Σの要素（イベント）が並

んだものである．もっとも単純には，文字列のように，一列に

イベントが並んだ列であるが，より複雑には，複数のイベント

が並列に生起するようなモデルも考えられる．あるいは，時間

軸に沿って不規則にイベントが生起するような時系列データの

場合もある．

系列データ中に，ある順序で出現する一連のイベントの並び

は，エピソードと呼ばれる．頻出エピソードマイニングとは，

系列中に頻出するエピソードを発見することであり，その系列

に繰り返し出現する特徴的なイベント列を見出すことに他なら

ない．頻出エピソードマイニングでは，窓幅 wと最少頻度値 σ

が与えられる．窓とは，幅がちょうど w の S の連続部分列W

である．S 中のエピソード αの頻度 fr(α, S)は，αを含む窓

の総数として定められる．このとき，エピソード αが頻出であ

るとは，fr(α, S) >= σ となることをいう．このとき，入力系列

— 1 —



S 上に現れる頻出エピソードの情報は，S に内在する隠れた周

期構造に強く関連していると思われる．

時系列データやストリームデータから周期性を発見する問題

は，音楽情報の分野においてビート・トラッキング（拍子認識）

の問題として古くから研究されている [1], [5], [8]．初期のころ

は，音楽分野固有の知識を組み合わせることで問題解決する手

法が主流であったが，近年，楽曲データから抽出した特徴ベク

トルの系列，あるいは楽曲データそのものに対し，自己相関を

DTW法 [2]～[4] で求めて周期性を見出す手法が提案されてい

る [6], [7]．しかしながら，長大な系列データ（サイズを nとす

る）に対して，O(n2)時間・領域を要する DTW法を実行する

ことは困難な場合がある．

そこで本研究では，頻出エピソードマイニングに基づいた，

系列データの周期性発見問題について取り組む．本稿では，頻

出エピソードマイニングにより得られる情報をもとに，統計的

なパラメータ推定手法と組み合わせることで，自動的に系列

データの周期を決定するアルゴリズムを与える．また，実際に

本手法を音楽データに適用し，系列エピソードマイニングに

よって発見されたフレーズから，楽曲に含まれる周期性を見出

す予備的な実験を行った．その結果について報告する．

2. 準 備

本節では,本論文に用いるパターンなどの基本的概念，周期

性発見のために用いる最尤法について説明する．

2. 1 系列パターンとその出現点列

R を実数全体の集合とし，Σ を有限アルファベットとす

る．このとき，イベントとは，組 s = ⟨e, t⟩ ∈ Σ×R であ
る．e ∈ Σ を s のイベント型といい，t ∈ R を s の発生時

刻という．入力データストリームは，イベントの有限系列

S = { ⟨ei, ti⟩ | i = 1, . . . , m } (m >= 0) である．

パターン発見の枠組みは，三つ組 Γ = (S,P, Occ(·)) であ
る．ここに，S = Σ∗ は，入力イベント系列のクラスである．

P は，系列パターンのクラスである．Occ : P×Σ∗ → R∗ は，

パターン π ∈ P に対して，その出現位置リスト Occ(π) =

(x1, . . . , xN ) (N >= 0)を対応付ける関数である．

系列パターン照合アルゴリズムは，イベント系列 S とパラ
メータ列 α ∈ Rm から，パターンの集合 P = A(S, α)⊂=P を求
めるプログラム A : Σ∗ → 2P である．

2. 2 多部エピソード

エピソードはイベントの半順序として定義される [14]．順

序のつかないイベントの集合は，並列エピソード (parallel

episode)と呼ばれる．一方，順序づけられるイベントの集合

は，直列エピソード (serial episode)と呼ばれる．

本研究では，これら並列エピソードと直列エピソードを組み

合わせた多部エピソード [9], [10]を用いる．Σ上における多部

エピソードはX = (A1, ..., Ak)と表す (ただし k > 1)．このと

き，各 Ai(1 <= i <= k)は Σの部分集合で，Ai |= ∅を満たす．
2. 3 周期パターンの表現

周期的パターン（periodic pattern）は，組

P = (p, µ, σ, ℓ) ∈ P×R×R×R

である．ここに，p ∈ P はパターンであり，µと σ ∈ Rは正規
分布の平均と分散パラメータ，ℓ ∈ Rは，任意の正実数で，周
期（period）と呼ばれる．

入力データストリーム S 上のパターン pの出現位置 xにつ

いて，その生起確率は，

P (x | P ) = P (x | µ, σ, ℓ) = N (x mod ℓ | µ, σ)

で与えられる．ここに，N (x | µ, σ)は，平均 µと分散 σをもつ

１次元正規分布である．点列XN = (x1, ..., xN )の同時確率は，

P (XN | P ) =

N∏
i=1

P (xi | µ, σ, ℓ)

=

N∏
i=1

N (xi mod ℓ | µ, σ)

で与えられる．

2. 4 最尤法による周期パターンのパラメータの推定

与えられた点列 XN
p と周期 ℓ に対して，周期的パターン

(p, µp, σp, ℓ)の最尤パラメータ θp = (µp, σp)は，以下のように

求める．

まず，パターン (p, µp, σp, ℓ)に対する点列XN の負の対数尤

度は次で与えられる：

L(XN | θ, ℓ) =

N∑
i=1

{− log P (xi | µ, σ, ℓ)}

=
1

2σ2

N∑
i=1

((xi mod ℓ) − µ)2 + N log σ +
N

2
log π

となる．ここで，最尤パラメータ θp = (µp, σp)は，L(XN | θ, ℓ)

を最小化する値

(µp, σp) = argmin
(µ,σ)

L(XN
p | µ, σ, ℓ)

である．これらは，以下のように計算できる．

µp =
1

N

N∑
i=1

(xp
i mod ℓ).

σp =
1

N

N∑
i=1

{(xp
i mod ℓ) − µp}2 .

このときの負の対数尤度は

L(XN | θp, ℓ) = N(
1

2ε
+ log ε +

1

2
log π)

となる．ここで，εはパターンの出現位置の誤差であり，次式

で与えられる

ε =

N∑
i=1

((xi mod ℓ) − µp)2.

3. 周期性発見アルゴリズム

本節では，周期 ℓを最尤法を用いて求める方法について議論

する．周期の取りえる上限と下限の区間 [ℓmin, ℓmax]は，利用

者によって与えられていると仮定する．
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3. 1 単一パターンの周期版

入力イベント系列 S から，以下の手順でパターン pに対する

周期 ℓp を推定する．これは，次の ℓ̂ を，最尤法を用いて求め

る．ℓ̂ ∈ [ℓmin, ℓmax]を求める．

ℓ̂ = argmax
ℓ

max
θ

P (XN
p | θ, ℓ)

= argmin
ℓ

min
θ

L(XN
p | θ, ℓ)

= argmin
ℓ

L(XN
p | θp, ℓ)

手続きは次のとおりである．

（ 1） 入力イベント系列 S における p の出現点列 XN
π =

(xπ
i )N

i=1 を Occ(p, S)から求める．まず，Lmin = ∞とおく．
（ 2） 各周期 ℓ ∈ [ℓmin, ℓmax)に対して，以下のステップを

実行する：

（ a） ℓ に対して，最尤法を用いて，XN
p に対して，

L(XN
p | θ, ℓ) を最小化するような，最尤パラメータ θp =

(µp, σp)を求める．

（ b） もし L(XN
p | θ, ℓ) < Lmin ならば，ℓmin = ℓ および

θmin = θp および Lmin = L(XN
p | θ, ℓ)とする．

（ 3） 最適周期 ℓmin および，周期的パターン P =

(p, θmin, ℓ) = (p, µ, σ, ℓ) とその負対数尤度の最小値 L(P ) =

Lmin を出力する．

任意の頻出パターンに対して，上記の (P, L(P ))を計算でき

る．このとき，負の対数尤度 L(P ) = L(XN | µ, σ, ℓ)の値が小

さいほど，パターン P = (p, µ, σ, ℓ)のデータへのあてはまりが

良いと考えられる．

3. 2 全体の周期版

複数のパターンから入力イベント系列 S の周期を推定するこ

とが考えられる．そのために，各 P に共通な周期 ℓを考え，す

べての周期的パターンが同じ周期 ℓ をもつと仮定した場合に，

確からしい ℓを求める．これは，最尤法により，以下の手順で

求める．

（ 1） 入力イベント系列 S から，適当なパラメータ α でパ

ターン集合 P = A(S, α)⊂=P を求める．S において pが出現す

る点列 XN
π = (xπ

i )N
i=1 を Occ(π, S)から求める．

（ 2） あらかじめ定めた基準 Q で P の部分集合 Q =

Q(P )⊂=P を選ぶ．実問題へ適用する際には，この基準をど

のように選択するかが重要である．4節における実験では，よ

り長いパターンで，かつ頻度の高い順番に選択している．

（ 3） 最尤法を用いて，Qに対するその出現点列の尤度を同

時に最大化する ℓ̂ ∈ [ℓmin, ℓmax]を求める．

ℓ̂ = argmax
ℓ

P (Q | S, ℓ)

= argmax
ℓ

∏
p∈Q

{
min

θ
P (XN

p | θ, ℓ)
}

= argmin
ℓ

∑
p∈Q

{
min

θ
L(XN

p | θ, ℓ)
}

= argmin
ℓ

∑
p∈Q

{
L(XN

p | θp, ℓ)
}

.

ここに，θp = (µp, σp) は，p の出現点列 XN
p に対して求めら

れる最尤パラメータである．

（ 4） 周期 ℓおよび，各 p ∈ Qに対して，対応する周期的パ

ターン P = (p, µ, σ, ℓ) とその負対数尤度の最小値 L(P ) の組

(P, L(P ))を出力する．

4. 実 験

本節では，前節までで示した方法を実装し，実際の MIDI

データに対して実験を行い性能評価を行った．アルゴリズムは

C++及びPerlで実装し，C++については g++でコンパイルし

た．全ての実験は，ノート PC (Genuine Intel(R) CPU U2400

1.06Ghz，RAM 1014MB，OS WindowsVista，Cygwin)上で

行った．

4. 1 デ ー タ

RWC音楽データベース [16]のポピュラー音楽MIDIデータ

について，指定した一つのチャンネルを抽出したデータを用

いた．

図 1 は，実際の MIDI データの例である．MIDI データは

大きくヘッダ部分とトラック部分に分かれる．ヘッダ部分には

データ長やトラック数など曲の総合情報が書き込まれており，

トラック部分には実際に出力する音符情報が書き込まれている．

今回用いるのはトラック部分の音符情報である．

4. 2 方 法

パラメータとして，入力MIDIテキストデータ S，読み込む

楽器を示すチャンネル chnum，窓幅 ww，最小頻度mf，最小

エピソード長 epilenを用いる．MIDIデータからの周期性発見

システムを図 2に示す．関数Discovery-Single-Periodは前節

で示した，最尤法を用いた単一の周期パターン発見手法である．

そのアルゴリズムを図 3に示す．関数Discovery-Real-Period

は前節で示した，最尤法を用いた頻出エピソード全体からの周

期パターン発見手法である．そのアルゴリズムを図 4に示す．ア

ルゴリズム内で，minall-period，minall-err はパターンごと

の誤差の平均値を最小化する周期とその誤差，minmax-period，

minmax-errはパターンごとの誤差の最大値を最小化する周期

とその誤差を示す．

4. 3 実 験 例

図 5は周期発見プログラムの実行例である．プログラム内の

周期パターン発見の項において，idは周期パターンの通し番号，

periodはそのパターンで最尤である周期，aveは周期が決定し

た場合の，周期中でパターンが出現する平均位置，dev は ave

が決定した場合の，パターンと aveとの二乗誤差，occは，パ

ターンが楽曲中に出現している回数，patは，パターンの中身

を表している．次に大域的な周期を求める項において，all-err

は periodを決定した場合に得られる，全体のパターンとの誤差

の平均値，max-err は periodを決定した場合に得られる，全

体のパターン内における誤差の最大値，global minall period

は all-errを最小にするような周期，global minmax periodは

max-errを最小にするような周期を示している．ここから周期

が 95±33であると得られる．なお，今回用いたデータでは，4

分音符レベルの長さ=48ということがあらかじめ分かっている．
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MFile 1 17 480 ### ヘッダーの先頭

MTrk

0 Meta SeqName "RWC-MDB-P-2001 No. 2: Magic in your

eyes / Hiromi Yoshii"

0 Meta Copyright "RWC Music Database. Copyright (C)

2001 Real World Computing Partnership (contact:

Masataka GOTO <m.goto@aist.go.jp>)"

0 SMPTE 96 0 0 0 0 ###

0 TimeSig 4/4 24 8 ### 拍子情報：４分の４拍子

0 KeySig 0 major ###

0 TimeSig 4/4 24 8 ###

1920 Tempo 600000 ###

176640 Meta TrkEnd

TrkEnd ### ヘッダーの末尾

MTrk ### トラックの先頭

0 Meta InstrName "SC-88A" ### メタ情報：楽器型番名

0 Meta TrkName "E.PIANO" ### メタ情報：トラック名

980 Par ch=1 c=0 v=0

980 Par ch=1 c=32 v=0

980 PrCh ch=1 p=5

990 Par ch=1 c=7 v=120

... ### 省略

### 発音データ：時刻、コマンド（発音）、音高、音量

1920 On ch=1 n=56 v=112

1920 On ch=1 n=60 v=118

1930 Off ch=16 n=72 v=64

... ### 省略

172227 Off ch=16 n=60 v=64

176640 Meta TrkEnd

TrkEnd ### トラックの末尾

図 1 MIDI データの例

4. 3. 1 発見した周期パターンの例

チャンネルを変化させた時の，発見した周期パターンの実行

結果を示す．図 5，図 6，図 7 は単音のメロディライン，和音

を含むメロディライン，複数音を含むドラムでの周期パターン

を示している．

4. 4 考 察

実験結果においては，どのパターンにおいても 90台の周期

を出力している．データの中から 20曲ほど実行した結果にお

いても，特に単一的な周期パターン推定部分については，96付

近の周期を取ることが多かった．96は 2分音符分の長さに相当

するため，本システムを用いて 2分音符刻みの周期性を発見で

きていると言える．

5. ま と め

本論文では，巨大なデータ集合から有用な情報を得られる

データマイニング手法として，頻出エピソードマイニングを紹

介した．さらにそこから得たパターンに対して最尤法を用いる

Algorithm 　 MIDI データからの周期性発見システム

入力: 入力 MIDI テキストデータ S，読み込む楽器を示す

チャンネル chnum，窓幅 ww，最小頻度 mf，最小エピソー

ド長 epilen，何番目までの頻出エピソードを用いるかを表す

numpat．

出力: S の周期的パターン

1: S からチャンネル chnumの発音部分を抜き出し出力する．

2: 1で出力したファイルから窓幅 ww 以内で mf 以上出現し

ていて，長さが epilen 以上の多部エピソードを抜き出す．

3: 2 で抜き出した多部エピソード集合の中から，エピソード

長が長く，頻度の高いものから順に上位 numpat 個抜き

出す．

4: 3 で抜き出したエピソードを，関数 Discovery-Single-

Period にかけてエピソードごとの周期パターンを発見

する．

5: 4 で発見した周期を，関数 Discovery-Real-Period にか

けて最適な一つの周期を発見する．

図 2 周期性発見システム概要

Algorithm 　単一エピソードの周期性発見アルゴリズム

入力: 入力エピソードテキストデータ IN．

出力: S の周期的パターン

1: while IN != EOF do

2: for i = X to Y do

3: line = readline(IN);

4: line から、全ての出現位置 OCC を抜き出す．

5: for all occ ∈ OCC do

6: average = average + occ%i

7: end for

8: average = average/length(OCC) #仮の周期の

平均

9: err = 0

10: for all occ ∈ OCC do

11: tmp = average + occ%i

12: err = err +(tmp-average)2 #仮に決めた周期に

おける，データと平均との誤差の 2 乗

13: end for

14: if minerr > err then

15: minerr = err

16: period = i

17: end if

18: end for

19: print(period)

20: end while

図 3 単一周期性発見アルゴリズム Discovery-Single-Period

ことで，系列データ内の周期性を求める手法を提案した．また

その有用性を確かめるために，音楽データで実験を行い，実際

に周期性が得られることを示した．

今後の展望としては，より効果的な結果を得るためのパラ

メータ設定，用いる効果的なパターンの選択，音楽ならば PCM

データに対しても適用できるようにすることが挙げられる．
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Algorithm 　複数エピソードからの周期性発見アルゴリズム

入力: 入力エピソードテキストデータ IN，Discovery-Single-

Period で算出したエピソードごとの推定周期 temp-Period．

出力: MIDI データに対する最適周期

1: temp-Periodの中から最低，最高の周期min-per，max-

per を見つける．

2: for i = min-per to max-per do

3: while IN != EOF do

4: line = readline(IN);

5: line から、全ての出現位置 OCC を抜き出す．

6: for all occ ∈ OCC do

7: average = average + occ%i

8: end for

9: average = average/length(OCC)

10: curr-err = 0

11: for all occ ∈ OCC do

12: tmp = average + occ%i

13: single-err = (tmp − average)2

14: curr-err = curr-err + single-err

15: all-err = all-err + single-err

16: end for

17: if max-err < curr-err then

18: max-err = curr-err

19: end if

20: end while

21: if minall-err > all-err then

22: minall-period = i

23: end if

24: all-err = 0

25: end for

26: print(minall-period，minmax-period)

図 4 全体周期性発見アルゴリズム Discovery-Real-Period

文 献
[1] Paul E. Allen and Roger B. Dannenberg. “Tracking Musical

Beats in Real Time”, 1990 International Computer Music

Conference, pp. 140-143, 1990.

[2] Sakoe, H. and Chiba, S.. “Dynamic programming algorithm

optimization for spoken word recognition”, IEEE Transac-

tions on Acoustics, Speech and Signal Processing, Vol. 26,

No. 1, pp. 43-49, 1978.

[3] L.R. Rabiner, A.E. Rosenberg, and S.E. Levinson. “Consid-

erations in Dynamic Time Warping Algorithms for Discrete

Word Recognition”, IEEE Trans. Acoust., Speech and Sig-

nal Processing, Vol. ASSP-26, No.6, pp. 575-582, 1978.

[4] C. S. Myers and L. R. Rabiner. “A comparative study of sev-

eral dynamic time-warping algorithms for connected word

recognition”, The Bell System Technical Journal, Vol. 60,

No. 7, pp. 1389-1409, September 1981.

[5] 長嶋 洋一，橋本 周司，平賀 譲，平田 圭二．“bit 別冊 コン
ピュータと音楽の世界 -基礎からフロンティアまで-”，共立出版，
August 1998.

[6] Daniel P. W. Ellis. “Beat Tracking by Dynamic Program-

ming”, Journal of New Music Research, Vol. 36, Issue 1, pp.

51-60, March 2007.

[7] T. Jehan. “Creating Music by Listening”, Ph.D thesis, MIT

Media Lab, Cambridge, MA, 2005.

[8] Curtis Roads. “THE COMPUTER MUSIC TUTORIAL

by Curtis Roads”, Massachusetts Institute of Technology，

1996．
[9] T. Katoh, H. Arimura, K. Hirata. “Mining Frequent Bi-

partite Episodes from Event Sequences”, Proc. 9th Interna-

tional Conference on Discovery Science (DS2009), Lecture

Notes in Artificial Intelligence 4265, pp. 136-151, 2009.

[10] T. Katoh, H. Arimura, K. Hirata. “Mining Frequent k-

Partite Episodes from Event Sequences”, Proc. 6th Work-

shop on Learning with Logic and Logics for Learning

(LLLL2009), (to appear).

[11] H. Ohtani, T. Kida, T. Uno, H. Arimura. “Efficient Serial

Episode Mining with Minimal Occurrences”, The Third In-

ternational Conference on Ubiquitous Information Manage-

ment and Communication (ICUIMC2009), Suwon, Korea,

January 2009.

[12] H. Arimura, T. Uno. “Mining Maximal Flexible Patterns in

a Sequence”, Proc. LLLL2007, LNAI4914, Springer, 2008.

[13] J. Pei, J. Han, B. Mortazavi-Asl, H. Pinto, Q. Chen,

U. Dayal, M. Hsu. “PrefixSpan: Mining Sequential Patterns

by Prefix-Projected Growth”, Proc. IEEE ICDE 2001, pp.

215-224, 2001.

[14] Heikki Mannila, Hannu Toivonen, A. Inkeri Verkamo. “Dis-

covery of Frequent Episodes in Event Sequence”, Data Min-

ing and Knowledge Discovery, Vol. 1, pp. 259-289, 1997.

[15] J. Wang, J. Han. “BIDE: Efficient Mining of Frequent

Closed Sequences”, Proc. IEEE ICDE 2004, pp. 79-90, 2004.

[16] 後藤 真孝, 橋口 博樹, 西村 拓一, 岡 隆一．”RWC 研究用音
楽データベース: ポピュラー音楽データベースと著作権切れ音
楽データベース”, 情報処理学会 音楽情報科学研究会 研究報
告 2001-MUS-42-6, Vol. 2001, No. 103, pp. 35-42, October

2001.

— 5 —



#プログラムを、入力 MIDIデータ P002.txt のチャネル ch=4に，窓幅 ww = 4, 最小頻度 mf = 70, 最小エピソード長 ml = 4，適用エピソー

ド個数 numpat = 10 で適用する

$ mt2seq2.sh P002 4 4 70 2 10| tee log

#MIDI データを表形式データに変換する

@mt2mx... 　

#頻出多部エピソードをウィンドウ幅 ww = 4 で，最小頻度 mf = 70 箇所でマイニング

@parmine... 　

./tmp/P002.ch4.dat

mining : ww = 4 mf = 70 k = 4, real 0m0.276s

#13 個の頻出エピソードが見つかった

13 13 9403 ./tmp/P002.ch4.parmine2.txt

@epilength...

real 0m0.252s

@sorting...

real 0m0.378s

#周期パターンの発見を行う

@histogram...

#初めに各パターンごとに最尤法を用いて，局所的な周期を求める

@step1 finding a locally maximum likely period for each episode

pattern id= 7 period= 93, ave= 43.1, dev= 24.77, occ=132 pat=<(63)(63)>

pattern id=10 period= 95, ave= 46.8, dev= 24.94, occ=104 pat=<(65)(63)>

pattern id= 8 period= 90, ave= 46.7, dev= 24.47, occ= 93 pat=<(63)(65)>

pattern id=13 period= 95, ave= 47.8, dev= 24.23, occ= 81 pat=<(67)(67)>

pattern id=11 period= 96, ave= 36.0, dev= 24.11, occ= 80 pat=<(65)(65)>

pattern id=12 period= 96, ave= 35.8, dev= 20.43, occ= 70 pat=<(67)(65)>

#次に候補となる周期を１づつ変えながら、全パターンの誤差を最小化する大域的周期を求める

@step2 finding a globally maximum likely period for all episodes

candidate period= 90, all_err= 199.5, max_err= 255.0

candidate period= 91, all_err= 204.3, max_err= 270.1

candidate period= 92, all_err= 197.6, max_err= 266.9

candidate period= 93, all_err= 208.8, max_err= 251.4

candidate period= 94, all_err= 206.9, max_err= 273.2

candidate period= 95, all_err= 197.4, max_err= 263.7

candidate period= 96, all_err= 202.5, max_err= 277.0

@globally best periods

global minall period= 95, global dev= 197.4 #パターンごとの誤差の平均値を最小化する周期

global minmax period= 93, global dev= 251.4 #パターンごとの誤差の最大値を最小化する周期

@done.

real 0m1.164s

図 5 プログラムの実行例
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$ mt2seq2.sh P006 4 8 10 4 10

@step1 finding a locally maximum likely period for each episode

pattern id=431 pd= 92, ave= 48.7, dev= 18.99, occ=18 pat=<(74)(76)(74)(76)(74)(76)>

pattern id=454 pd= 92, ave= 47.9, dev= 18.81, occ=15 pat=<(74)(76)(76)(76)(76)(76)>

pattern id=849 pd= 131, ave= 80.5, dev= 14.20, occ=15 pat=<(76:80)(76)(76)(81)(80)(73)>

pattern id=432 pd= 92, ave= 48.7, dev= 18.99, occ=13 pat=<(74)(76)(74)(76)(76)(76)>

pattern id=160 pd= 90, ave= 40.8, dev= 24.71, occ=12 pat=<(74:76)(76)(76)(76)(76)(76)>

pattern id=839 pd= 131, ave= 32.4, dev= 17.34, occ=10 pat=<(76:80)(76)(76)(76)(81)(80)>

pattern id=429 pd= 92, ave= 48.7, dev= 18.99, occ=31 pat=<(74)(76)(74)(76)(76)>

pattern id=428 pd= 92, ave= 48.7, dev= 18.99, occ=27 pat=<(74)(76)(74)(76)(74)>

pattern id=846 pd= 191, ave= 122.9, dev= 16.96, occ=26 pat=<(76:80)(76)(76)(81)(80)>

pattern id=346 pd= 93, ave= 48.8, dev= 19.93, occ=25 pat=<(74)(74)(74)(76)(76)>

@globally best periods

global minall pd= 92, global dev= 110.8

global minmax pd= 90, global dev= 160.2

図 6 和音を含むメロディライン

$ mt2seq2.sh P002 10 8 100 4 10

@step1 finding a locally maximum likely period for each episode

pattern id=483 pd= 92, ave= 49.4, dev= 25.44, occ=207 pat=<(36)(36)(38)(36)(36)(38)>

pattern id=430 pd= 96, ave= 14.8, dev= 17.64, occ=194 pat=<(36)(38)(36)(36)(38)(36)>

pattern id=261 pd= 96, ave= 47.2, dev= 9.82, occ=161 pat=<(38)(36)(36)(38)(36)(36)>

pattern id=484 pd= 97, ave= 48.3, dev= 25.42, occ=151 pat=<(36)(36)(38)(36)(36)(36)>

pattern id=438 pd= 96, ave= 9.9, dev= 11.82, occ=143 pat=<(36)(38)(29)(36)(36)(38)>

pattern id=431 pd= 96, ave= 20.5, dev= 20.77, occ=136 pat=<(36)(38)(36)(36)(36)(38)>

pattern id=291 pd= 96, ave= 47.3, dev= 5.52, occ=130 pat=<(38)(29)(36)(36)(38)(36)>

pattern id=563 pd= 96, ave= 72.0, dev= 2.39, occ=126 pat=<(29)(36)(36)(38)(36)(36)>

pattern id=482 pd= 92, ave= 48.1, dev= 25.25, occ=124 pat=<(36)(36)(38)(36)(38)(36)>

pattern id=503 pd= 95, ave= 47.6, dev= 25.45, occ=123 pat=<(36)(36)(36)(38)(36)(36)>

@globally best periods

global minall pd= 92, global dev= 287.9

global minmax pd= 94, global dev= 333.8

図 7 ドラムパターン
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