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AIの基礎知識



トイプロブレム



トイプロブレム

トイ・プロブレム(Toy problem)とは、限られた範囲の限られたルールで設定されている問題。 
物事を簡潔でわかりやすくし、さまざまなアルゴリズムの性能を実験的に評価するための標準的な例題として
研究⽬的に使⽤される。 
 
・答えが明確 
・選択肢が限定的 

例： 
・パズル 
・迷路 
・数式 

初期のAIはこれらの問題を次々に解き明かしていき、現実の問題にも対処できるのでは？と⾮常に期待され
（第⼀次AIブーム）ましたが実際はトイプロブレム以上の問題には対処できないと明らかになりブームは終焉
していきました。 



フレーム問題



フレーム問題

1969年、ジョン・マッカーシーとパトリック・ヘイズの論⽂の中で提唱された⼈⼯知能に関する重要
な難問 

現実世界で、ある問題の解決に取り組む場合、対象の⾏動の選択肢を限定した上で判断を⾏う。 
コンピュータで同様の処理を⾏う場合、全ての事柄を考慮すると無限に計算だけを⾏ってしまう結果に
なるため、ある対象の枠「フレーム」に限定し考えなければならない。 
しかしその枠を考える事にまたあらゆる選択肢探しの計算するとまた無限に計算だけを⾏ってしまい収
束しない。 

この様なAIの限界に関する問題をフレーム問題と呼び、未だ明確に解明されていない難問である。



哲学者ダニエル・デネットが論⽂で⽰した例

フレーム問題

シチュエーション

・洞窟の中にロボットを動かすバッテリーがあり、その上に時限爆弾が仕掛けられている 
・爆弾が爆発してバッテリーが破壊された場合、ロボットはバッテリー交換ができなくなってしまう 
・ロボットは洞窟の中からバッテリーを取り出してこなくてはならない



フレーム問題

ロボット１号の行動

ロボットは指示された命令通り、洞窟からバッテリーを取りだして運び出す動作を行う。 
しかしバッテリーとともに仕掛けられていた時限爆弾も一緒に運び出したため、洞窟を出た瞬間に爆弾
が爆発してしまう。 
ロボットは忠実に命令を実行したものの、バッテリーを運び出す際に発生する副次的な内容（ここでは
バッテリーを運び出すと時限爆弾も一緒に運び出してしまう）を理解していなかったため自らも爆発し
てしまう

問題点
副次的に発生する事項について理解していなかった 
（バッテリーを取り出すと爆弾も同時に運んでしまうこと）

改善案
副次的に発生する事項を考慮するロボットを作成する



フレーム問題

ロボット２号の行動

次に副次的に発⽣する事項も考慮する⼈⼯知能ロボット2号機を開発し、⼈⼯知能ロボット1号機と同じ命令を実⾏する。 
⼈⼯知能ロボット2号機は1号機と⽐べて賢くなっているはずですが、洞窟に⼊ってバッテリーの前に来たところで動作しなく
なりました。そのままバッテリーの前で⽴ち⽌まってしまい、時間だけが経過し時限爆弾が作動してロボットは爆発。 

なぜ、⼈⼯知能ロボット2号機はバッテリーの前で⽴ち⽌まっていたのでしょうか？  
実は⼈⼯知能ロボット2号機はたた単にバッテリーの前で⽴ち⽌まっていたのではなく、副次的な思考を無限にしていたため
に、⽴ち⽌まっているように⾒えているだけであった。 
「バッテリーを動かすと上にのった爆弾は爆発しないか？」、「爆弾を動かそうとすると、天井が落ちてこないか？」など副
次的な思考を考えたために、無限に思考してしまったことが原因。それらの副次的な思考には「爆弾に近づくと壁の⾊が変
わったりしないか？」など本来の⽬的とは関係ない副次的な思考もたくさんありました。

問題点 本来の⽬的に無関係な副次的な事項をまでも考慮してしまう

改善点 本来の⽬的に無関係な考慮は⾏わないロボットを作成する



フレーム問題

ロボット３号の行動

⼈⼯知能ロボット3号機は2号機の反省点をふまえて本来の⽬的に無関係な考慮を⾏わないようにする必要がありました。 
そのため洞窟に⼊る前に⽬的とは無関係なことをすべて洗い出すような仕組みに設計されました。 
その結果、改良されたはずの3号機は洞窟の⽬の前で⽴ち⽌まってしまいました。  
その後は2号機とおなじように時間が経過したことで時限爆弾が作動してしまいロボットは爆発。 

なぜ、3号機は洞窟の⽬の前で⽴ち⽌まっていたのでしょうか？それは⽬的とは無関係なことをすべて洗い出そうとしたため
です。 
⽬的とは無関係というのは無限にあります。すべてを考慮するためには無限の計算時間も必要となるからです。

  
問題点

無関係のものと関係あるものを分類しようとした結果、無
限に考慮してしまう



チューリングテスト



チューリングテスト

チューリングテスト（英: Turing test）とは、アラン・チューリングによって考案された、ある機械が知的かどう
か（⼈⼯知能であるかどうか）を判定するためのテスト。 

アラン・チューリングの1950年の論⽂、『Computing Machinery and Intelligence』の中で書かれたもので、以
下のように⾏われる。 
 
⼈間の判定者が、⼀⼈の（別の）⼈間と⼀機の機械に対して通常の⾔語での会話を⾏う。 
このとき⼈間も機械も⼈間らしく⾒えるように対応するのである。 
これらの参加者はそれぞれ隔離されている。 
判定者は、機械の⾔葉を⾳声に変換する能⼒に左右されることなく、その知性を判定するために、会話はたとえば
キーボードとディスプレイのみといった、⽂字のみでの交信に制限しておく。 
判定者が、機械と⼈間との確実な区別ができなかった場合、この機械はテストに合格したことになる。 

2014年6⽉7⽇、ロンドンのテストに「13歳の少年」の設定で参加したロシアのチャットボットであるユージー
ン・グーツマン（英語版）が、30％以上の確率で審査員らに⼈間と間違われて史上初めての「合格者」となった 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%9F%E6%A2%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%9E%E3%83%B3&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%9E%E3%83%B3&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Goostman


ディープラーニング 
プログラミング



バックプロパゲーション



出力層における入力の勾配



微分



全微分



全微分

複数の変数を持つ関数の、各変数⽅向への偏微分と無限⼩の積を、すべての変数について加えたもの
を 全微分といいます。 

２つの変数を持つ関数 𝑧=𝑓(𝑥,𝑦) の場合 

xの微⼩な変化を         、yの微⼩な変化を   とするとzの微⼩な変化   は次の様に表され
る。 
 



全微分

この式で        と　　　を限りなく0に近づけると

複数の変数を持つ関数の、各変数⽅向への偏微分と無限⼩の積を、すべての変数について加えたもの
を 全微分といいます。

△xと△yが限りなく小さければ右片第１項の△yは無視できる。 

そして偏微分の式から左辺をdz、△xをdx、△yをdyとする。



全微分

複数の変数を持つ関数の、各変数⽅向への偏微分と無限⼩の積を、すべての変数について加えたもの
を 全微分といいます。 

２つの変数を持つ関数 𝑧=𝑓(𝑥,𝑦) は次の式で表されます。 
 

より多くの可変数の変数を持つ関数に対しても対応できる様な式で表すと 

zをxで偏微分 かける xの微細な変化 + zをyで偏微分 かける yの微細な変化 

zをxで偏微分 かける xの微細な変化 

をxi個分総和します。



全微分

全微分の例 

z=x y 
 

3      2

の場合 

となります 

xで偏微分 yで偏微分 

xの偏微分・xの微細な変化 + yの偏微分・yの微細な変化 

それぞれの変数で偏微分し 

微細な変化（常微分）を乗算したものを加算する



多変数の連鎖律



多変数の連鎖律

多変数を持つ関数からなる合成関数も連鎖律を⽤いて微分する事ができます。

合成関数 zはuとvという変数を持ち、uとvはそれぞれxの関数です。 

まずzを全微分します。

uで偏微分・uの微細な変化 

+ 

vで偏微分・vの微細な変化 



多変数の連鎖律

それぞれの合成関数を連鎖律で微分し加算します。

uを含む合成関数を連鎖律で微分 

+ 

vを含む合成関数を連鎖律で微分 

可変数の変数に対応できる様な式にすると

i個分の合成関数を連鎖律で微分 

して総和 



多変数の連鎖律

多変数を持つ関数からなる合成関数も連鎖律を⽤いて微分する事ができます。 
以下の式の場合はどうでしょうか？

zはuとvの関数で、uとvはそれぞれxとyの関数です。 

zのxに対する変化量と、yに対する変化量とが、それぞれ偏微分で表されます。



多変数の連鎖律

zをxで偏微分 

zをyで偏微分 

zはuとvの関数で、uとvはそれぞれxとyの関数です。 

zのxに対する変化量と、yに対する変化量とが、それぞれ偏微分で表されます。

可変数の変数に対応できる様な式にすると

i個分の合成関数を連鎖律で偏微分 

してそれぞれ求める 



多変数の連鎖律

zはuとvの関数で、uとvはそれぞれxとyの関数です。 

zのxに対する変化量と、yに対する変化量とが、それぞれ偏微分で表されます。 

を行列積で求めると次の様な式になります。



多変数の連鎖律

行列積で求めると次の様な式になります。



行列積

0x2 + 1x2 + 2x2

0x1 + 1x1 + 2x1

1x1 + 2x1 + 3x1

1x2 + 2x2 + 3x2



多変数の連鎖律

行列積で求めると次の様な式になります。

それぞれを乗算し総和する



出力層における入力の勾配



出力層における入力の勾配

バックプロパゲーション

出力層における入力（中間層における出力）の勾配
を求めます。
この勾配は中間層での重みとバイアスの勾配を求め
るために使用します。

は以降簡単に表記するために下記の様に表します事
もあります。



出力層における入力の勾配

は多変数の連鎖律を使用し以下の式で求めます

rはn個までの出力層のニューロン数を便宜的
に表しています

を全ての出力層のニューロン
数分それぞれ求める（n個分）
足し合わせます

バックプロパゲーション

出力層

中間層の出力 
＝ 

出力層の入力

出力層のニューロン数



出力層における入力の勾配
右辺の偏微分



出力層における入力の勾配

は多変数の連鎖律を使用し以下の式で求めます

rはn個までの出力層のニューロン数（r個目） 

qはm個までの出力層への入力（中間層の出力）数

バックプロパゲーション

出力層

中間層の出力 
＝ 

出力層の入力



出力層における入力の勾配
右辺の偏微分



出力層における入力の勾配

  を使⽤します。

は以前計算した

よって出力層における入力の勾配は

バックプロパゲーション

出力層

中間層の出力 
＝ 

出力層の入力



Magentaプログラムの解説



python magenta/models/melody_rnn/melody_rnn_generate.py  \ 
--config=basic_rnn \ 
--bundle_file=/任意のディレクトリー/basic_rnn.mag \ 
--output_dir=/任意のディレクトリー/ \ 
--num_outputs=1 \ 
--num_steps=128 \ 
--primer_melody="[60, -1, -2, -2, 60, -2, -1, -2, 67, -2, -2, -1, 67, -2, -2, -2]"

Melody_RNNの生成コマンド

各パラメーターは 
generate.pyで設定されています



Melody_RNNで解説

ご自身でも確認したい方は、自身のmagentaディレクトリーか 
githubのディレクトリーにて確認



Magentaプログラム 
generate.pyの生成パラメーター



generate.py 
はMagentaの音楽生成のコマンド 
を定義しているプログラムです



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags 
tensorflowのコマンドラインオプション 

使用のためのモジュール

コマンドラインオプションで音楽生成の際のパラメータを設定



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_string(	

				'run_dir',	None,	

				'Path	to	the	directory	where	the	latest	checkpoint	will	be	loaded	from.')	

run_dir 初期値：なし 
最新の（使用する）チェックポイントファイルがあるディレクトリーのパス指定

run_dir



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_string(	

				'checkpoint_file',	None,	

				'Path	to	the	checkpoint	file.	run_dir	will	take	priority	over	this	flag.')	

checkpoint_file 初期値：なし 
チェックポイントファイルへのパス指定。run_dirが優先

checkpoint_file



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_string(	

				'bundle_file',	None,	

				'Path	to	the	bundle	file.	If	specified,	this	will	take	priority	over	'	

				'run_dir	and	checkpoint_file,	unless	save_generator_bundle	is	True,	in	'	

				'which	case	both	this	flag	and	either	run_dir	or	checkpoint_file	are	'	

				'required')

bundle_file 初期値：なし 
使用するモデルファイル（.mag 学習済みデータファイル）へのパス指定 
この指定がない場合はrun_dirかcheckpoint_fileが必須

bundle_file



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_boolean(	

				'save_generator_bundle',	False,	

				'If	true,	instead	of	generating	a	sequence,	will	save	this	generator	as	a	'	

				'bundle	file	in	the	location	specified	by	the	bundle_file	flag')	

save_generator_bundle 初期値：False 
もしTrueの場合は音楽ファイル（MIDIファイル）の代わりにbundle file（モデルファイル）を生成

save_generator_bundle



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_string(	

				'bundle_description',	None,	

				'A	short,	human-readable	text	description	of	the	bundle	(e.g.,	training	'	

				'data,	hyper	parameters,	etc.).')	

bundle_description  初期値：None 
bundle file（モデルファイル）の短い説明文を作成。トレーニングデータやハイパーパラメータなど

bundle_description



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_string(	

				'output_dir',	'/tmp/melody_rnn/generated',	

				'The	directory	where	MIDI	files	will	be	saved	to.')	

output_dir 初期値：/tmp/melody_rnn/generated 
生成音楽データの保存ディレクトリーの指定

output_dir



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_integer(	

				'num_outputs',	10,	

				'The	number	of	melodies	to	generate.	One	MIDI	file	will	be	created	for	'	

				'each.')	

num_outputs 初期値：10 
生成MIDIファイル数

num_outputs



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_integer(	

				'num_steps',	128,	

				'The	total	number	of	steps	the	generated	melodies	should	be,	priming	'	

				'melody	length	+	generated	steps.	Each	step	is	a	16th	of	a	bar.')	

num_steps 初期値：１２８ 
生成MIDIファイルの長さをステップ数で指定。１ステップが１６分音符。１小節で１６ステップ 
１２８は８小節

num_steps



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_string(	

				'primer_melody',	'',	

				'A	string	representation	of	a	Python	list	of	'	

				'magenta.music.Melody	event	values.	For	example:	'	

				'"[60,	-2,	60,	-2,	67,	-2,	67,	-2]".	If	specified,	this	melody	will	be	'	

				'used	as	the	priming	melody.	If	a	priming	melody	is	not	specified,	'	

				'melodies	will	be	generated	from	scratch.')	

primer_melody 初期値：” “（なし） 
生成曲の始まりに使用されるメロディーをPythonのリスト形式で指定。 
もし指定がない場合はスクラッチから（まったくゼロから）作成し生成される 
（指定方法は別途解説参考）

primer_melody



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_string(	

				'primer_midi',	'',	

				'The	path	to	a	MIDI	file	containing	a	melody	that	will	be	used	as	a	'	

				'priming	melody.	If	a	primer	melody	is	not	specified,	melodies	will	be	'	

				'generated	from	scratch.')	

primer_midi 初期値：” “（なし） 
生成曲の始まりに使用されるメロディーを任意のMIDIファイルで指定。 
もし指定がない場合はスクラッチから（まったくゼロから）作成し生成される 
（指定方法は別途解説参考）

primer_midi



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_float(	

				'qpm',	None,	

				'The	quarters	per	minute	to	play	generated	output	at.	If	a	primer	MIDI	is	'	

				'given,	the	qpm	from	that	will	override	this	flag.	If	qpm	is	None,	qpm	'	

				'will	default	to	120.')	

qpm 初期値：” “（なし） 
生成曲のBPM（テンポ）を指定 
指定のない場合は120となる。 
primer_midi使用の場合は、そのmidiファイルのBPMが使用される

qpm



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_float(	

				'temperature',	1.0,	

				'The	randomness	of	the	generated	melodies.	1.0	uses	the	unaltered	softmax	'	

				'probabilities,	greater	than	1.0	makes	melodies	more	random,	less	than	1.0	'	

				'makes	melodies	less	random.')	

temperature 初期値：1.0 
生成曲のランダム度を指定　ソフトマックス関数を使用 
1.0以上はメロディーがよりランダム度があがり 
1.0以下はメロディーのランダム度が下がる 

temperature



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_integer(	

				'beam_size',	1,	

				'The	beam	size	to	use	for	beam	search	when	generating	melodies.')	

beam_size 初期値：1 
メロディー生成の際のビームサーチ（探索アルゴリズム）の探索サイズの設定 

beam_size



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_integer(	

				'branch_factor',	1,	

				'The	branch	factor	to	use	for	beam	search	when	generating	melodies.')	

branch_factor 初期値：1 
メロディー生成の際のビームサーチ（探索アルゴリズム）の各探索要素の設定 

branch_factor



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_integer(	

				'steps_per_iteration',	1,	

				'The	number	of	melody	steps	to	take	per	beam	search	iteration.')	

steps_per_iteration 初期値：1 
メロディー生成の際の繰り返しの中でのステップ数（Beam Searchごと） 

steps_per_iteration



Magentaプログラム  generate.pyの解説

tf.app.flags.DEFINE_string(	

				'log',	'INFO',	

				'The	threshold	for	what	messages	will	be	logged	DEBUG,	INFO,	WARN,	ERROR,	'	

				'or	FATAL.')	

log 初期値：INFO 
Logファイルに含める情報。 DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATALなど 

log



他の生成パラメーター



python magenta/models/melody_rnn/melody_rnn_generate.py  \ 
--config=basic_rnn \ 
--bundle_file=/任意のディレクトリー/basic_rnn.mag \ 
--output_dir=/任意のディレクトリー/ \ 
--num_outputs=1 \ 
--num_steps=128 \ 
--primer_melody="[60, -1, -2, -2, 60, -2, -1, -2, 67, -2, -2, -1, 67, -2, -2, -2]"

Melody_RNNの生成コマンド

configは 
config_flags.pyで設定されています



Magentaプログラム 
config_flags.pyの生成パラメーター



Magentaプログラム  config_flags.pyの解説

tf.app.flags 
tensorflowのコマンドラインオプション 

使用のためのモジュール

コマンドラインオプションで音楽生成の際のパラメータを設定



tf.app.flags.DEFINE_string(	

				'config',	

				None,	

				"Which	config	to	use.	Must	be	one	of	'basic',	'lookback',	or	'attention'.	"	

				"Mutually	exclusive	with	`--melody_encoder_decoder`.")	

config	初期値：None	

使用するモデルの指定。 
melody	rnnではbasic,	lookback,	attention,	monoのいずれかを指定。	

melody_encoder_decoderとはどちらかしか指定出来ない。（どちらかを指定しないといけない）	

config

Magentaプログラム  config_flags.pyの解説



tf.app.flags.DEFINE_string(	

				'melody_encoder_decoder',	

				None,	

				"Which	encoder/decoder	to	use.	Must	be	one	of	'onehot',	'lookback',	or	"	

				"'key'.	Mutually	exclusive	with	`--config`.")	

melody_encoder_decoder	初期値：None	

使用するエンコーダーとデコーダーの指定。 
melody	rnnではonehot,	lookback,	keyのいずれかを指定。	

configとはどちらかしか指定出来ない。（どちらかを指定しないといけない）	

melody_encoder_decoder

Magentaプログラム  config_flags.pyの解説



tf.app.flags.DEFINE_string(	

				'generator_id',	

				None,	

				'A	unique	ID	for	the	generator.	Overrides	the	default	if	`--config`	is	'	

				'also	supplied.')	

generator_id	初期値：None 
ジェネレーターに与える一意のIDを設定。	

configも指定されている場合は規定値を上書きする。

generator_id

Magentaプログラム  config_flags.pyの解説



tf.app.flags.DEFINE_string(	

				'generator_description',	

				None,	

				'A	description	of	the	generator.	Overrides	the	default	if	`--config`	is	'	

				'also	supplied.')	

generator_description	初期値：None 
ジェネレーターの説明を記述。	
configも指定されている場合は規定値を上書きする。

generator_description

Magentaプログラム  config_flags.pyの解説



tf.app.flags.DEFINE_string(	

				'hparams',	'',	

				'Comma-separated	list	of	`name=value`	pairs.	For	each	pair,	the	value	of	'	

				'the	hyperparameter	named	`name`	is	set	to	`value`.	This	mapping	is	merged	'	

				'with	the	default	hyperparameters.')	

hparams	初期値：'' 
nameとvalueのペアからなるハイパーパラメーターの設定。	

nameで指定したハイパーパラメーターの値をvalueで指定する。	

ここで指定したハイパーパラメーターは規定のハイパーパラメーターとマージされる。

hparams

Magentaプログラム  config_flags.pyの解説



Magentaプログラム 
generate.pyその他の解説



generate.py 
はMagentaの音楽生成のコマンド 
を定義しているプログラムです



Magentaプログラム  generate.pyの解説

get_checkpoint関数の作成

checkpointファイルと 
bundleファイルの両方が指定されると 
エラーメッセージを返す

入力された 
checkpointファイルのあるディレクトリーか 
checkpointファイルへのパスを返す



Magentaプログラム  generate.pyの解説

get_bundle関数の作成

save_generator_bundleが指定されているか 
bundleファイルが指定されていない時 
Noneを返す

入力された 
bundleファイルへのパスを返す



Magentaプログラム  generate.pyの解説

run_with_flags関数の作成

メロディーを⽣成しMIDIファイルを作成する 
⽣成にはMelodyRnnSequenceGeneratorクラス 
（melody_rnn_sequence_generator.pyで定義）を使⽤ 



Magentaプログラム  generate.pyの解説

output_dirが指定されていない場合 
tensorflowのlogging.fatal関数で 
エラーメッセージを表示

指定された出力ディレクトリーの取得

指定されたprimer midiへのパスを取得

もしも出力ディレクトリーがない場合 
tensorflowのgfile.MakeDirs関数で作成



Magentaプログラム  generate.pyの解説

テンポの指定。指定がなければ初期値（１２０）を使用する

ast.literal_evalでprimer_melodyをリストにして取得

primer_melodyがない場合はprimer_midiを使用

primer_melodyもprimer_midiもない場合は 
60(C3)と規定のテンポを使用



Magentaプログラム  generate.pyの解説

ステップごとの秒数 
60/qpmで指定したテンポ/４分音符のステップ数

全体の曲の長さ 
num_stepsで指定した指定したステップ数 
かけるステップごとの秒数



Magentaプログラム  generate.pyの解説

primer_sequence（メロディーかMIDI) 
が指定された場合の生成曲の長さの調整



Magentaプログラム  generate.pyの解説

生成曲のスタートタイムが全体の長さよりも長く（後に）なってしまう場合、 
tensorflowのlogging.fatal関数でエラーメッセージを表示



Magentaプログラム  generate.pyの解説

input_sequenceがない場合は0から開始し指定した長さで終わる

tf.app.flagsで取得した 
各パラメーターを 
generator_optionの引数に指定



Magentaプログラム  generate.pyの解説

生成の日時の取得

num_outputsで指定した回数 
生成を繰り返す

midiのファイル名と 
生成ディレクトリーの取得



Magentaプログラム  generate.pyの解説

main関数の作成

bundleファイルの取得

bundleファイルの 
処理命令

生成の際の各パラメーターの取得



Magentaプログラム  generate.pyの解説

save_generator_bundleに関する処理

console_entry_point関数 
tf.app.runでmain関数を実行

console_entry_point関数の実行



独自の学習モデルの作成



INPUT_DIRECTORY=<folder containing MIDI and/or MusicXML files. can have child folders.> 

SEQUENCES_TFRECORD=/tmp/notesequences.tfrecord 

convert_dir_to_note_sequences \ 
  --input_dir=$INPUT_DIRECTORY \ 
  --output_file=$SEQUENCES_TFRECORD \ 
  --recursive 

独自の学習モデルの作成

学習させるMIDIファイル（またはMusicXMLファイル） 
があるディレクトリーの指定

指定のディレクトリーにtfrecordファイルを作成 
（規定はtmpフォルダー）

Notesequence作成の実行

Notesequenceの作成



melody_rnn_create_dataset \ 
--config=<one of 'basic_rnn', 'mono_rnn', lookback_rnn', or 'attention_rnn'> \ 
--input=/tmp/notesequences.tfrecord \ 
--output_dir=/tmp/melody_rnn/sequence_examples \ 
--eval_ratio=0.10 

独自の学習モデルの作成

configを一つ指定 
basic, mono, lookback, attentionSequence Exampleの作成

notesequenceの指定

保存先ディレクトリーの指定

トレーニングデータと評価データの割合

２つのtfrecordファイルが作成されます。 
トレーニングデータと評価データです。 
eval_ratioは評価データの割合です。 
例：0.10＝トレーニングデータ９０％、評価データ１０％



melody_rnn_train	\	
--config=attention_rnn	\	
--run_dir=/tmp/melody_rnn/logdir/run1	\	
--sequence_example_file=/tmp/melody_rnn/sequence_examples/training_melodies.tfrecord	\	
--hparams="batch_size=64,rnn_layer_sizes=[64,64]"	\	
--num_training_steps=20000	

独自の学習モデルの作成

configはattentionを指定

モデルの学習と評価

実行ディレクトリーの指定

トレーニングデータの指定

ハイパーパラメーターの指定 
バッチサイズはtfrecordのファイル数よりも少なく指定する学習回数の指定



melody_rnn_train \ 
--config=attention_rnn \ 
--run_dir=/tmp/melody_rnn/logdir/run1 \ 
--sequence_example_file=/tmp/melody_rnn/sequence_examples/eval_melodies.tfrecord \ 
--hparams="batch_size=64,rnn_layer_sizes=[64,64]" \ 
--num_training_steps=20000 \ 
--eval 

独自の学習モデルの作成

configはattentionを指定
モデルの学習と評価

実行ディレクトリーの指定

評価データの指定

ハイパーパラメーターの指定 
バッチサイズはtfrecordのファイル数より

も少なく指定する

学習回数の指定
評価用コマンド



tensorboard	--logdir=/tmp/melody_rnn/logdir	

独自の学習モデルの作成

TensorBoardで学習結果を確認できます

学習を実行したディレクトリー

上記コマンド実行後
http://localhost:6006
にてTensorBoard dashboardにアクセス

http://localhost:6006


melody_rnn_generate	\	
--config=attention_rnn	\	
--run_dir=/tmp/melody_rnn/logdir/run1	\	
--output_dir=/tmp/melody_rnn/generated	\	
--num_outputs=10	\	
--num_steps=128	\	
--hparams="batch_size=64,rnn_layer_sizes=[64,64]"	\	
--primer_melody="[60]"	

独自の学習モデルの作成

configはattentionを指定
学習データで音楽生成

実行ディレクトリーの指定

任意の出力先ディレクトリー

ハイパーパラメーターの指定 
バッチサイズはtfrecordのファイル数より

も少なく指定する

生成曲数 
ステップ数

Primer_sequenceの指定



melody_rnn_generate \ 
--config=attention_rnn \ 
--run_dir=/tmp/melody_rnn/logdir/run1 \ 
--hparams="batch_size=64,rnn_layer_sizes=[64,64]" \ 
--bundle_file=/tmp/attention_rnn.mag \ 
--save_generator_bundle 

独自の学習モデルの作成

configはattentionを指定
モデル（bundle file）の作成

実行ディレクトリーの指定

任意の出力先ディレクトリー

ハイパーパラメーターの指定 
バッチサイズはtfrecordのファイル数より

も少なく指定する
bundleファイル名と 
出力ディレクトリー 

の指定


