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この ebook は、「ディープラーニングとは何か？」を概説した MATLAB で
始めるディープラーニングの続編です。今回は、ディープラーニングの実
践的な手法を解説します。ネットワークの学習を行うための、次の 3 つの
アプローチをご紹介します。

•• ゼロからネットワークを学習させる
•• 転移学習を使用して既存ネットワークを再学習させる
•• 既存ネットワークを学習させて、セマンティックセグメンテーションに
適用する

これらの例では画像の分類にディープラーニングを使用していますが、
画像以外のアプリケーションへの使用も増えてきています。ebook の第 
2 部では、画像に使われるディープラーニングの手法の多くが信号データ
にも適用できることを示す 2 つの例をご紹介します。

すべてのサンプルおよびコードはダウンロード可能です。また、ディープ
ラーニング向け MATLAB 30 日間無料評価版も併せてダウンロードする
ことで今すぐお試しいただけます。

はじめに

基礎を復習
•• ディープラーニングとは？ 3:33 
•• ディープラーニング vs. 機械学習 3:48

https://www.mathworks.com/campaigns/products/offer/deep-learning-with-matlab.html
https://www.mathworks.com/campaigns/products/offer/deep-learning-with-matlab.html
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/67074-code-examples-from-deep-learning-ebook
https://jp.mathworks.com/campaigns/products/trials/targeted/dpl.html
https://jp.mathworks.com/campaigns/products/trials/targeted/dpl.html
https://www.mathworks.com/videos/introduction-to-deep-learning-what-is-deep-learning--1489502328819.html
https://www.mathworks.com/videos/introduction-to-deep-learning-machine-learning-vs-deep-learning-1489503513018.html
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この例では、畳み込みニューラルネットワーク (CNN) を学習させて、•
手書き数字の識別を行います。0 から 9 の手書き数字が 60,000 個含ま
れる MNIST データセットのデータを使用します。以下は、MNIST データ
セットに含まれる 25 個の手書き数字のランダムなサンプルです。

実践例 1: ゼロからモデルを学習させる

シンプルなデータセットを使用することで、計算処理能力の問題や、デー
タセットが大きすぎてメモリに収まらないといった問題に直面すること•
なく、ディープラーニングのワークフローにおける主要な手順をすべてカ
バーすることができます。ここで説明するワークフローは、より複雑なディー
プラーニングの問題や大規模なデータセットにも適用可能です。 

また、ディープラーニングを始めたばかりの方にとっては、このデータセッ
トを使用することで、初めから高価な GPU に投資しなくても学習が可能
であることも利点のひとつです。

データセットがシンプルであっても、正しいディープラーニングのモデルと
学習オプションを使用することで 99% を超える精度に到達することが可
能です。それではその高い精度に到達するモデルはどのように作成できる
のでしょうか。

このような精度の高いモデルを作成するには、以前の学習結果に基づく
反復処理を行うことになります。その手順は次のとおりです。

学習終了精度の確認ネットワークの学習ネットワーク レイヤー
の設定データにアクセス

https://www.mathworks.com/help/nnet/ug/introduction-to-convolutional-neural-networks.html?s_tid=srchtitle
http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
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コマンドウィンドウで whos と入力して、データのサイズとクラスを確認で
きます。

MNIST 画像は 28 x 28 ピクセルの非常に小さな画像で、合計 60,000 
個の学習用画像があります。

次のタスクは画像のラベル付けですが、MNIST 画像にはラベルが付いて
いるため、面倒な手順をスキップしてニューラルネットワークの構築に速
やかに取り掛かることができます。 

1. データへのアクセス

はじめに MNIST 画像を MATLAB® にダウンロードします。データセットは
多くのさまざまなファイルタイプで保存されます。このデータはバイナリ 
ファイルとして保存されているため、MATLAB で迅速に使用して画像に変
換することができます。 

以下のコードで、元のバイナリファイルを読み取り、すべての学習画像の
配列を作成します。

rawImgDataTrain = uint8 (fread(fid, numImg * numRows * numCols,... 	
	 'uint8'));

% データ部分を 4 次元配列に形状変更します
rawImgDataTrain = reshape(rawImgDataTrain, [numRows, numCols,... 	
	 numImgs]);
imgDataTrain(:,:,1,ii) = uint8(rawImgDataTrain(:,:,ii));

>> whos imgDataTrain

Name		 	   Size	 	 	          Bytes     Class

imgDataTrain   28x28x1x60000	 	 	 47040000   uint8

http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
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最も一般的なディープラーニングネットワークである CNN を構築します。

CNN について
CNN は、ネットワークレイヤーを介して画像を渡し、最終的なクラスを出力します。ネット
ワークには数十または数百のレイヤーを設定でき、それぞれの層が学習を行い異なる特徴
を検出します。それぞれの学習画像に対して、解像度が異なる複数のフィルターが適用され、
各畳み込み画像の出力が次のレイヤーへの入力として使用されます。フィルターは明るさや
エッジなどのごく単純な特徴の検出から開始し、レイヤーが進むにつれてオブジェクトを一
意に定義する特徴へと複雑さのレベルを上げていきます。

関連情報
畳み込みニューラルネットワークとは•4:44

ネットワークをゼロから構築する場合、一般的に使用されるレイヤーの
シンプルな組み合わせから始めるとよいでしょう。複雑でないため、デバッ
グがより容易になります。しかし、私たちが目標とする精度に到達するには、
レイヤーをいくつか追加する必要があるかもしれません。

2. ネットワークレイヤーの作成と設定

一般的に使用されるネットワークレイヤー
畳み込みは、入力画像を複数の畳み込みフィルターに通します。それぞれのフィルターが画
像の持っている特定の特徴を活性化します。 

正規化線形ユニット (ReLU) では、負の値をゼロにマッピングし、正の値を保持するように動
作することで、より高速かつ効率的な学習を実現します。
  
プーリングでは、非線形のダウンサンプリングを実行して出力を単純化していきます。同時に
ネットワークの学習に必要なパラメーター数も削減します。 

全結合層は、分類の目的で、ネットワークの 2 次元の空間的な特徴を、画像レベルの特徴を
表す 1 次元のベクトルに「フラット化」します。

Softmax は、データセット内の各カテゴリの確率を示します。

layers = [  imageInputLayer([28 28 1])
            convolution2dLayer(5,20)
            reluLayer
            maxPooling2dLayer(2, 'Stride', 2)
            fullyConnectedLayer(10)
            softmaxLayer
            classificationLayer()   ]

https://www.mathworks.com/videos/introduction-to-deep-learning-what-are-convolutional-neural-networks--1489512765771.html


6 | サンプルで学ぶ MATLAB によるディープラーニング実践ガイド

学習を行う前に、学習オプションを選択します。多数のオプションがあり•
ます。 

次の表は、最も一般的に用いられるオプションを示します。

3. ネットワークの学習

プロットの進行状況とミニバッチサイズの 2 つのオプションを指定します。

次に、ネットワークを実行してその進行状況を確認します。

学習オプション 定義 ヒント

学習の進行のプロット プロットは、ミニバッチの
損失および精度を示し•
ます。これにはネットワー
クの学習をどの時点でも停
止できるようにする停止ボ
タンが含まれています。

('Plots','training-progress')
ネットワークの学習の進行状況をプ
ロットします。

最大エポック エポックは、学習セット全
体の学習アルゴリズムの全
パスです。 

('MaxEpoch',20)
指定するエポックの数が多いほどネ
ットワークの学習時間が長くなりま
すが、それぞれのエポックごとに精度
が向上する場合があります。

ミニバッチサイズ ミニバッチは、GPU で同
時に処理される学習デー
タセットのサブセット•
です。 

('MiniBatchSize',64)
ミニバッチが大きいほど、学習の速
度が向上しますが、最小サイズは 
GPU メモリによって決まります。•
学習中にメモリエラーが表示された
場合、ミニバッチサイズを小さくし
ます。

学習率 これは学習の速度を制御
する主要なパラメーター•
です。 

学習率が低いとより正確な結果が得
られますが、ネットワークの学習に時
間がかかる場合があります。

ヒント
データベースのサイズが大きいと処理時間が長くなる可能性があります。ただし、ディープ
ラーニングネットワークは、GPU の超並列アーキテクチャを利用できます。正確にどれくら
い高速化が可能かは、ハードウェア、データセットのサイズ、ネットワーク構成などの要素に
よって異なりますが、数時間の学習時間を数分にまで短縮できる可能性があります。 

MATLAB の学習オプションで、ハードウェアリソースを素早く変更してネットワークの学習に
使用できます。このオプションを指定しない場合、学習では既定の設定である 1 つの GPU 
を使用します (利用可能な場合)。

miniBatchSize = 8192;
options = trainingOptions( 'sgdm',...
    'MiniBatchSize', miniBatchSize,...
    'Plots', 'training-progress');
net = trainNetwork(imgDataTrain, labelsTrain, layers, options);
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画面の右上隅にある停止ボタンをクリックすることで、学習を停止してネッ
トワークの現在の状態を戻します。実行が停止したら、学習を最初から開
始する必要があります。停止した時点から再開することはできません。 

4. ネットワークの精度の確認

ここでの目標は、時間の経過とともにモデルの精度を向上させることです。ネットワークの学習が進むと、進行状況のプロットが表示されます。

このモデルは、28 回目の反復の後で精度が向上しなくなり、その後、精度
が約 10% 低下しました。これは、ゼロからネットワークを学習させるとき
によく起こります。ネットワークが 1 つのソリューションでは収束できない
ことを意味します。精度は上限に達し、これ以上向上することはありません。•
続行する必要はないため、学習を停止して、別の方法を試すことができ•
ます。
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4. ネットワークの精度の確認

ネットワークの精度を調整するにはさまざまな方法があります。 •
たとえば以下の方法が可能です。

•• 学習画像の数を増やす
•• 学習画像の品質を上げる
•• 学習オプションを変更する
•• ネットワーク構成を変更する (レイヤーの追加、削除、再構成など)

ここでは学習オプションとネットワーク構成の変更を試してみます。 

学習オプションの変更
最初に、学習率を調整します。初期学習率を既定の 0.01 より小さく設定
します。 

 'InitialLearnRate', 0.0001

この 1 つのパラメーターを変更した結果、遥かに優れた結果 (90% 近い
精度！) が得られます。

アプリケーションによっては、これは満足できる結果ですが、前述の通り私
たちが目標としている精度は 99% です。 

高度なヒント 
ベイズ最適化を使用して、学習パラメーターの最適値を特定できます。ベイズ最適化は、ネッ
トワークを複数回実行します (そして処理を並列化できます)。 
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ネットワーク構成の変更
90% から 99% に到達するには、ネットワークの深度を深め、試行錯誤を
多く繰り返す必要があります。バッチ正規化レイヤーなどのレイヤーをさ•
らに追加することで、ネットワーク収束 (新しい入力に正しく対応する点) 
がさらに高速化します。

layers = [
    imageInputLayer([28 28 1])
    convolution2dLayer(3,16,'Padding',1)
    batchNormalizationLayer
    reluLayer
    maxPooling2dLayer(2,'Stride',2)
    convolution2dLayer(3,32,'Padding',1)
    batchNormalizationLayer
    reluLayer
    maxPooling2dLayer(2,'Stride',2)
    convolution2dLayer(3,64,'Padding',1)
    batchNormalizationLayer
    reluLayer
    fullyConnectedLayer(10)
    softmaxLayer
    classificationLayer];

ネットワークは「さらに深く」なります。今回は、ネットワークを変更します
が学習オプションは以前と同じままにします。 

ネットワークの学習後、ネットワークのテストを 10,000 個の画像に対し
て行います。

このネットワークは、最も高い約 99% の精度に到達しました。これを使用
すると、オンライン画像内またはライブのビデオストリーム内の手書きの
文字でさえも識別することが可能です。 

関連情報

MATLAB を使用してニューラルネットワークをゼロから学習 5:13
11 行の MATLAB コードでディープラーニング 2:38
MATLAB•によるディープラーニング•49:31
ディープラーニング向け•MATLAB 30•日間無料評価版

predLabelsTest = net.classify(imgDataTest);
accuracy = sum(predLabelsTest == labelsTest) / numel(labelsTest)

accuracy = 0.9880

4. ネットワークの精度の確認

https://www.mathworks.com/videos/training-a-neural-network-from-scratch-with-matlab-1492008542195.html?s_tid=srchtitle
https://www.mathworks.com/videos/deep-learning-in-11-lines-of-matlab-code-1481229977318.html?s_tid=srchtitle
https://jp.mathworks.com/videos/deep-learning-with-matlab-119998.html
https://jp.mathworks.com/campaigns/products/trials/targeted/dpl.html
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実践例 2: 転移学習

ここでは、1000 個のオブジェクトカテゴリ (自転車、車両、犬など) に対•
して学習を行ったネットワークである GoogLeNet を使用します。食品の 
5 つのカテゴリを識別するように、このネットワークの再学習を行います。
手順を次に示します。

1.  学習済みネットワークをインポートする
2.  新しい認識タスクを実行するように最後の 3 つのレイヤーを設定する
3.  ネットワークに新しいデータを学習させる
4.  結果をテストする

この例では、学習済みネットワークを修正し、ネットワークの学習に転移学
習を使用して、新しい認識タスクを実行します。転移学習によって学習済
みネットワークを微調整する方が、ゼロから新しいネットワークを作成して
学習させるよりもはるかに簡単で時間がかかりません。より少ない学習画
像を使って、簡単に新しいタスクに転移できます。転移学習の利点は、学習
済みネットワークが大量の画像で学習されていることにより、既に豊富な
量の特徴量を学び取っている点にあるといえます。 

ネットワークの精度
の予測および評価

画像の学習

学習済みネットワーク

ネットワークの学習

100 の画像、10 のクラス

...

学習オプション画像の学習

ネットワークの向上

最終レイヤーの置換

クラスが少ないと、学習が高速になります

...

データセット特有の機
能を学習する新しいレ

イヤー

学習済みネットワークの
読み込み

100 万の画像、1000 のクラス

...

低水準の特徴 (エッジ、BLOB、色) 
を学習した初期のレイヤー

タスク固有の機能を学
習した最後のレイヤー
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1. 学習済みネットワークのインポート

GoogLeNet を 1 行のコードでインポートすることができます。

学習済みネットワークを使うことで、ネットワーク設定に関する大仕事 (レイ
ヤーの選択や構成など) が既に完了している状態になります。これは、再設
定を行わずにネットワークの学習を元々行ったカテゴリ内の画像でネット
ワークをテストできることを意味します。

ヒント
このコードを使用して、GoogLeNet の学習が行われるすべての 1000 のカテゴリを確認し
ます。

 class_names = net.Layers(end).ClassNames;

転移学習のヒント
•• 精度が十分に高いネットワークで始めましょう。元の識別タスクに対するネットワークの
パフォーマンスがわずか 50% である場合、新しい識別タスクで精度が高くなる可能性は
低くなります。 
•• 新しい認識カテゴリが元のカテゴリと同様の特徴をもつ場合、モデルの精度はさらに高
くなる可能性があります。たとえば、犬に対して学習したネットワークはその他の動物の
学習も比較的迅速に行われる可能性があります。

% 事前学習済みのネットワークを読み込みます
net = googlenet;

%% これを画像上でテストします
img = imread('peppers.png');
imgLabel = net.classify(imresize(img, [224 224]));

googlenet prediction: bell pepper
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2. 新しいタスクを実行するためのネットワークの設定

新しい画像を分類するように GoogLeNet を再学習させるには、ネット•
ワークの最後の 3 つのレイヤーを再設定するだけです。これらのレイ•
ヤーでは、ネットワークから抽出された特徴量を結合してクラス毎の•
確率やラベルへ変換するのに必要な情報が含まれています。GoogLeNet 
には 144 のレイヤーがあります。ここではネットワークの最後の 5 つの
レイヤーを表示してみます。

 >>net.Layers(end-4:end)

レイヤー 143 と 144 (ソフトマックスレイヤーと分類出力レイヤー) をリ
セットします。これらのレイヤーは、正しいカテゴリを入力画像に割り当て
ます。これらのレイヤーが、元のネットワークの学習が行われたカテゴリで
はなく、新しいカテゴリに対応するようにします。全結合レイヤーを、新し
いデータセット内のクラス数と同じサイズ (この例では 5) に設定します。

ヒント
新しいレイヤーでの学習速度を元のレイヤーより高速にするには、全結合レイヤーの学習
率を増加させます。

lgraph = removeLayers(lgraph, {'loss3-classifier', 'prob', ...	
	 'output'});
numClasses = numel(unique(categories(trainDS.Labels)));
newLayers = [
	 fullyConnectedLayer(numClasses, 'Name','fc',...
	 'WeightLearnRateFactor',20,'BiasLearnRateFactor',20)
	 softmaxLayer('Name','softmax')
	 classificationLayer('Name','classoutput')];
lgraph = addLayers(lgraph,newLayers);

140 'pool5-7x7_sl' 平均プーリング

141 'pool5-drop_7x7_sl' 欠落

142 'loss3-classifier' 全結合

143 'prob' ソフトマックス

144 'output' 分類の出力
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3. 新しいデータでネットワークの学習

ネットワークをゼロから学習させるのと同様に、ネットワークの精度を向
上させるには、一部の学習オプションを調整します (この例では、バッチサ
イズ、学習率、検証データ)。

モデルの学習時間は、他の要素の中でも、使用されるハードウェアに大き
く依存します。1 つの Tesla P100 GPU では、このモデルを 20 分ほどで
学習できます。

opts = trainingOptions('sgdm','InitialLearnRate',0.001,...
	 'ValidationData',valDS,...
	  'Plots', 'training-progress');
	 'MiniBatchSize',64,...
	 'ValidationPatience',3);

% 最適化されたハイパーパラメーターのセットを使用して学習します
tic
disp('Initialization may take up to a minute before training 
begins')
net = trainNetwork(trainDS, layers_train, opts);
toc

ヒント
tic と toc を使用して、学習の実行にかかる時間を素早く確認します。tic は、ストップ•
ウォッチタイマーを開始してパフォーマンスを測定します。toc は、タイマーを停止してコ•
マンドウィンドウに表示される経過時間を読み取ります。

ヒント
GPU のメモリ不足エラーが表示された場合、'MiniBatchSize' の値を小さくします。

https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/tic.html?searchHighlight=tic%20and%20toc&s_tid=doc_srchtitle
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/toc.html?searchHighlight=tic%20and%20toc&s_tid=doc_srchtitle
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4. ネットワークの評価

ネットワークの学習が行われたので、続いて新しいデータに対するネット
ワークのパフォーマンスを確認します。

混合行列は、各カテゴリ内の 150 の画像についてネットワークの予測を
示しています。対角方向のすべての値が 150 である場合、これは各テスト
画像が正しく分類されたことを示します。このネットワークでは、これがあ
てはまらないことは明らかです。対角以外の値は、どのカテゴリが誤分類
されているかを知る手掛かりとなります。これにより、データのどの部分を
調査すべきかがわかりやすくなります。

このモデルの学習後の最終的な精度は 83% です。例としては十分な精•
度ですが、実用化には十分とはいえません。実用化に向けてモデルの精•
度をさらに向上させるには、学習オプションの再確認、データの調査およ
びネットワークの再設定を引き続き繰り返し行います。

% テストデータセットのすべての画像を分類します
[labels,err_test] = classify(net, testDS);

accuracy_default = sum(labels == testDS.Labels)/numel(labels);
disp(['Test accuracy is ' num2str(accuracy_default)])
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最終的に独自のネットワークをゼロから作成することにしたとしても、転移•
学習はディープラーニングについて学習する出発地点として最適です。•
この分野の専門家によって構築されたネットワークを活用し、学習を始め
ることができるからです。モデルは元の学習データセットからすでに特徴
量を多数学習済みであるため、ゼロから構築されたモデルよりも学習時
間と学習画像を少なくすることができます。 

関連情報

学習済み畳み込みニューラルネットワーク
GoogLeNet を使用した転移学習
ディープラーニング：10 行の•MATLAB•コードで転移学習 3:55
MATLAB を使用したニューラルネットワークによる転移学習 4:06
ディープラーニング向け•MATLAB 30•日間無料評価版

4. ネットワークの評価

最後に、新しい画像に対するネットワークのパフォーマンスを視覚的に検
証します。

[label,conf] = classify(net,im); 
% ランダムな画像を分類します
imshow(im_display);
title(sprintf('%s %.2f, actual %s', ...
	 char(label),max(conf),char(actualLabel))

french_fries 0.89, actual french_fries sushi 0.58, actual sushi

https://www.mathworks.com/help/nnet/ug/pretrained-convolutional-neural-networks.html
https://www.mathworks.com/help/nnet/examples/transfer-learning-using-googlenet.html
https://jp.mathworks.com/videos/deep-learning-transfer-learning-in-10-lines-of-matlab-code-1503069304524.html
https://www.mathworks.com/videos/transfer-learning-with-neural-networks-in-matlab-1492007175092.html?s_tid=srchtitle
https://jp.mathworks.com/campaigns/products/trials/targeted/dpl.html
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実践例 3: セマンティックセグメンテーション

セマンティックセグメンテーションは、ディープラーニングの新たな進歩•
の 1 つであり、画像の特徴を細かいピクセルレベルで理解することがで
きます。従来の CNN は、画像内の特徴を分類しますが、セマンティック•
セグメンテーションはそれぞれのピクセルを事前に定義したカテゴリ•
(花、道路、人、車両など) と関連付けます。結果は次のような出力になり•
ます。

セマンティックセグメンテーションを使用すると、道路などの不規則な形
状の物体の輪郭を明確に分類することが可能です。 

セマンティックセグメンテーションは、画像内の対象物を複数の領域•
に分けることができるため、物体検出と比較して便利な手法といえます。
物体検出では、対象物が境界ボックス内に収まる必要があるのに対して、
セマンティックセグメンテーションでは、不規則な形状の対象物を明瞭に
検出することができます。

具体的な例に入る前に、セマンティックセグメンテーション ネットワーク
のアーキテクチャの概要を見てみましょう。

一般的なセマンティックセグメンテーションの応用
•• 自動運転: 歩行者、歩道、電柱、他の車両などの障害物から道路を分離することで、自動車
が走行可能な経路を識別
•• 工業用検査: ウエハ検査などの材料の欠陥を検出
•• 衛星画像: 山脈、河川、砂漠、その他の地形を識別 
•• 医療用画像処理: 細胞内のがん性異常の解析と検出 
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セマンティックセグメンテーション ネットワークのアーキテクチャ

実践例 1 と 2 で見たように、従来の CNN は画像を使用して、それをネッ
トワークのレイヤーを介して渡し、最終的なクラスが出力されます。

セマンティックセグメンテーション ネットワークは、このプロセスを基に、
さらにアップサンプリング•ネットワークを使用するものであり、そのアー•
キテクチャは反転させた CNN に類似しています。

この一連の新しいレイヤーは、事前学習ネットワークの結果を画像にアッ
プサンプリングして戻します。この結果は、すべてのピクセルが分類ラベル
に割り当てられている画像です。
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1. 学習済みネットワークのインポート

この例では、自動運転システムが空いている道路、車線、歩道を検出する
ために使用できるネットワークを構築します。 

手順は次のとおりです。 

1.  学習済みネットワークをインポート
2.  データセットを読み込む
3.  ネットワークを設定
4.  ネットワークに学習させる
5.  ネットワークの精度を評価

ネットワークをゼロから学習させることもできますが、この例では学習済
みネットワークを使用します。前の例で見たように、学習済みネットワーク
を使用することで、学習済みのカテゴリに関してはネットワークを再設定
せずにテストできます。 
 
学習済みネットワークは VGG-16 です。VGG-16 は ImageNet Large-
Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) で使用されるネットワーク
で、数百万以上の画像に対して事前学習が行われており、画像を 1000 個
のオブジェクトカテゴリに分類できます。 

VGG-16 のインポートはわずか 1 行の MATLAB コードで実行できます。

% VGG-16 ネットワーク サポート パッケージ向けの Neural Network Toolbox モデ
ルをダウンロードしてインストールします
vgg16;

http://www.image-net.org/challenges/LSVRC/
http://www.image-net.org/challenges/LSVRC/
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2. データセットの読み込み

運転中に得られた路上の画像コレクションである CamVid データセット
を使用します。データセットには、車両、歩行者、道路を含む 32 のセマン
ティッククラスのピクセルレベルのラベルが備わっています。  

データセット内の各画像には、カラー画像とその画像内の各ピクセルのラ
ベルの画像があります。

多くの画像をメモリへ読み込ませることは煩雑になる場合があります。•
データストアはサイズの大きなデータファイルをインポート、アクセス、•
管理するのに便利な方法です。データストアは、画像、ピクセルまたはス•
プレッドシートであっても、すべての格納されたデータが同じ構造と書式
をもっている限り、リポジトリとして機能します。セマンティックセグメン•
テーションの例では、2 つのデータストア オブジェクトを作成しました。

 • ImageDatastore は、個別の画像それぞれはメモリに収まりますが、
コレクション全体は収まらない画像ファイルを管理します。 

 • pixelLabelDatastore は、ピクセルラベルを含む画像のディレクト
リに取り込むためのものです。 

ヒント 
識別するカテゴリに対応する、事前にラベルが設定されたデータセットが見つからない•
場合、データセットを自分で作成する必要があります。イメージラベラーを使用すると、時間
のかかるタスクを容易に実行できます。ピクセルのグループを選択するだけで、アプリがカ
ラーと対応するカテゴリをもつラベルを自動的に設定します。 

http://mi.eng.cam.ac.uk/research/projects/VideoRec/CamVid/
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画像データとピクセル•ラベルデータを MATLAB にインポートできたら、サンプル画像を用意して、元の画像とピクセルラベルとを結びつけて重ね合わ
せたものを表示します。

元の画像 複合画像

% セグメンテーション結果を元の画像に重ね合わせます
B = labeloverlay(I,C,'ColorMap',cmap);

2. データセットの読み込み
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データ拡張は学習済みモデルの精度向上に便利な手法です。データ拡•
張では、元の画像を変更したものを追加することで、学習画像の変化数•
を増加させます。最も一般的な種類のデータ拡張は、回転、変換、スケー•
ルといった画像変換です。

この例では、ランダム変換を組み込みます。

これは、元の画像を 10 ピクセル左にシフトさせて作成した新しい画像の
例です。

この変換の効果はほとんどわかりませんが、現実世界のシステムで発生•
する可能性が高いわずかな差を強制的に学習させ、理解させることで、•
ディープラーニングネットワークのロバスト性を向上させることができ•
ます。 

augmenter = imageDataAugmenter('RandXTranslation',...	
	 [-10 10],'RandYTranslation',[-10 10]);

2. データセットの読み込み
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前述の通り、セマンティックセグメンテーション ネットワークには、画像分
類ネットワークと最終的なピクセル分類を作成するアップサンプリングの
部分が含まれます。

MATLAB の関数 segnetLayers() を使用して、ネットワークのアップ•
サンプリングの部分を自動的に作成できます。

この結果は有向非循環グラフ (DAG) ネットワークです。 

一連のネットワークとは異なり、DAG ネットワークは複数のレイヤーの入
出力を待たせることができます。DAG により、レイヤー間のさらに複雑な
接続が可能になり、困難な分類タスクの精度が高まることになります。

この構造の分岐に注意してください。1 つの入力ノードを複数の出力に接
続することができます。

このコード行を呼び出すことで、DAG ネットワークの構造を可視化でき•
ます。 

 plot(lgraph);

lgraph は、すべてのレイヤーと層間の接続を含む DAG ネットワークの
アーキテクチャを記述するレイヤーグラフです。

3. セグメンテーション•ネットワークの設定

% segnetLayers は、事前学習済みのモデルのレイヤーおよび重みを使用して事前に初
期化されている SegNet ネットワークレイヤー lgraph を返します。
lgraph = segnetLayers(imageSize,numClasses,'vgg16');
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他の例と同様に、非常に多くの学習オプションがあります。 •
指定するオプションには、以下のものがあります。

•• 最適化アルゴリズム。モーメンタム項付き確率的勾配降下 (SGDM)  
を使用しています。これは CNN 学習で一般的なアルゴリズムです。
•• バッチサイズ。ミニバッチサイズ 4 を使用して、学習中のメモリ使用を
削減します。バッチサイズは、使用可能な GPU メモリの容量に基づい
て増減させることができます。
•• プロセッサ。このネットワークは、NVIDIA™ Tesla K40c で学習が行わ
れました。さらに高度なハードウェアを指定することで学習時間を大幅
に削減できます。たとえば、単一の GPU をもつデスクトップではなくマ
ルチ GPU クラスターを使用できます。

これらのオプションを使用したネットワークの学習にはおよそ 19 時間•
かかります。学習時間を短縮するために、一部のパラメーターを調整でき
ます。例：

•• 反復回数。反復回数を 20 削減すると、学習にはおよそ 10.5 時間かか
ります。 
•• ミニバッチサイズ。ミニバッチサイズを大きくすると、GPU (または 
CPU) が同じ時間でデータをより多く処理するため、学習時間が削減さ
れます。1 増やすと、学習時間が 19 時間から12 時間削減されます。 
•• 学習率。学習率を 1 桁落とす (0.1 から 0.01 へ) と、学習合計時間が
およそ 30 分増加します。 

ヒント
学習の高速化に使用可能な GPU はたくさんあります。正しい GPU の選択は、速度要件と
価格などのさまざまな要素に依存します。MATLAB で GPU を使用するための最小要件は、•
Computer Capability 3.0 以上の NVIDIA GPU です。

options = trainingOptions('sgdm', ... 
    'Momentum', 0.9, ...              
    'InitialLearnRate', 1e-2, ...     
    'L2Regularization', 0.0005, ...  
    'MaxEpochs', 120,...              
    'MiniBatchSize', 4, ...          
    'Shuffle', 'every-epoch', ...     
    'Verbose', false,...        
    'Plots','training-progress');

4. ネットワークの学習
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ネットワークの精度を、定量的 (テストデータをネットワークに通して各評
価指標にまとめる) かつ質的 (テストデータに対する結果を可視化する) 
に評価します。 

Global Accuracy (全ピクセルに対する、正確に分類されたピクセルの率) 
を計算するため、学習を行う前にとっておいたテストデータを使用します。

Global Accuracy は、ピクセルの 92% にラベルが正しく付けられている
ことを示していますが、画像の個々のクラスについてはどうでしょうか。•
例えば、ネットワークがすべての道路標識を正しく識別しているが、歩行•
者の識別が誤っている場合、これは許容可能な結果でしょうか。

ネットワークの精度の測定
 • MeanAccuracy: 各クラスの合計ピクセルに対して正しく分類されたピクセルの率  

(すべてのクラスの平均)。値は、ClassMetrics.Accuracy の平均値と同じです。
 • MeanIoU: すべてのクラスの平均 Intersection over Union (IoU)。値は、•
ClassMetrics.IoU の平均値と同じです。

 • WeightedIoU: クラス内のピクセル数で重み付けされた、すべてのクラスの平均 IoU。
 • MeanBFScore: すべての画像の平均 Boundary F1 (BF) スコア。値は、•
ImageMetrics.BFScore の平均値と同じです。

関連情報
セマンティックセグメンテーションメトリクス

5. ネットワークの評価

https://www.mathworks.com/help/vision/ref/semanticsegmentationmetrics.html
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ネットワークが画像の各クラスをどの程度正確に識別したかは、クラス 
メトリクスで確認することができます。

このチャートによると、車両、環境、道路のカテゴリが 90% 以上の精度で
分類されています。柱、標識、自転車に乗っている人は 90% 未満の精度で
分類されています。

アプリケーションによって、この結果は許容可能な場合もあれば、誤分類
されたクラスにさらに焦点を置いたネットワークの再学習が必要になる
場合もあります。 

誤判別による影響度合いにより、必要な精度のレベルが決まります。たと
えば、小さなロボットの視覚システムが人の分類をときどき誤判別するこ
とがあっても許容されるかもしれませんが、自動運転車が歩行者を誤判別
することが許容されないのは明らかです。

最後に、学習の元になった真値データ (手作業でラベル付けした画像)  
をネットワーク出力結果の隣に表示します。

5. ネットワークの評価
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たとえば、画像内の右側にある柱は路面として誤分類されているように、
一部に不一致が見られます。 

最終的なアプリケーションによっては、このネットワークの精度で十分な
場合もあれば、より高い精度で検出したいクラスがある場合は、さらに多
くの画像を使って再学習する必要がある場合もあります。 

pic_num = 200;
I = readimage(imds, pic_num);
Ib = readimage(pxds, pic_num);
IB = labeloverlay(I, Ib, 'Colormap', cmap, 'Transparency',0.8);
図
% セマンティックセグメンテーションの結果を表示します
C = semanticseg(I, net);
CB = labeloverlay(I, C, 'Colormap', cmap, 'Transparency',0.8);
図
imshowpair(IB,CB,'montage')
HelperFunctions.pixelLabelColorbar(cmap, classes);
title('Ground Truth vs Predicted')

関連情報

ディープラーニング：セマンティックセグメンテーションの基礎 44:43
機械学習・ディープラーニングのラベリング作業を半自動化 11:24
セマンティックセグメンテーションのための学習データの解析
ディープラーニング向け•MATLAB 30•日間無料評価版

5. ネットワークの評価

https://jp.mathworks.com/videos/basics-of-semantic-segmentation-1527778613576.html
https://jp.mathworks.com/videos/automating-ground-truth-labeling-using-labeler-apps-1530098009419.html
https://www.mathworks.com/help/vision/ug/semantic-segmentation-examples.html
https://jp.mathworks.com/campaigns/products/trials/targeted/dpl.html
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これまでご紹介した 3 つの例は、画像認識に焦点を置いていました。•
しかし、ディープラーニングは音声認識やテキスト解析などの他の適用分
野に使用されることが増えてきています。それらの分野では画像データで
はなく信号データが使用されます。次のセクションでは、信号データの分
類で一般的な 2 つの手法について簡単に確認します。

•• 長短期記憶 (LSTM) を使用した、スマートフォンで取得した信号データ
の分類
•• スペクトログラムを使用したオーディオファイルのデータの分類 

LSTM ネットワークを使用した人間の動作の分類 
この例では、スマートフォンから取得した信号データを使用して、平らな道
の歩行、階段を上がる、階段を降りる、座る、立つ、横たわる、という 6 つの
動作を分類します。  

タスクにはシーケンスデータが含まれるため、LSTM ネットワークはこの種
の分類タスクに最適です。LSTM により、シーケンスデータの個々のタイム
ステップに基づいて予測を行うことができます。

画像以外のデータ

LSTM ネットワークは、シーケンスデータのタイムステップ間に見られる長期的な依存関係
を学習できる、リカレント•ニューラルネットワーク (RNN) の一種です。従来の CNN とは異
なり、LSTM は予測の際にネットワークの状態を記憶できます。

ディープラーニング
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この図は、分類のための簡単な LSTM ネットワークのアーキテクチャを示
します。 

ネットワークは、シーケンス入力レイヤーから始まり、LSTM レイヤーがそ
れに続きます。残りのレイヤーは、以前の例で作成された画像分類モデル
と同じです。(クラスラベルを予測するために、ネットワークは全結合レイ
ヤー、ソフトマックスレイヤー、分類結果レイヤーで終了します)。

2 つの新しいレイヤー (シーケンスレイヤーと LSTM レイヤー) を組み込
むことにより、新しい動作信号を分類可能なモデルの学習のために、信号
データを使用できるようになります。 

学習済みネットワークが新しいデータに対して実行されると、95% の精度
が得られます。動作追跡アプリケーションの場合、これは満足できる結果
です。 

関連情報

センサーデータ解析のためのニューラルネットワーク 1:03:34•
長短期記憶ネットワーク
LSTM ネットワークを使用したシーケンスデータの分類
LSTM ネットワークを使用したテキストデータの分類

LSTM ネットワークは、収集されたデータの各チャネルにつき 1 つの入力
レイヤーのシーケンスで定義されます。最初の LSTM ユニットは初期の•
ネットワーク状態と、シーケンスの最初のタイムステップを使用して予測
を行い、更新されたネットワーク状態を次の LSTM ユニットに送信します。 

LSTM ネットワークの主要なコンポーネントは、シーケンス入力レイヤーと 
LSTM レイヤーです。シーケンス入力レイヤーはシーケンスデータまたは
時系列データをネットワークに入力します。LSTM レイヤーは、シーケンス
データのタイムステップ間に見られる長期的な依存関係を学習します。

LSTM アーキテクチャ

分類結果レイヤーソフトマックス 
レイヤー全結合レイヤーLTSM 

レイヤー
シーケンス
入力レイヤー

LTSM レイヤー

初期状態 最終更新状態

観測値の次元

タイム ステップ

LTSM 
ユニット

LTSM 
ユニット

LTSM 
ユニット

LTSM 
ユニット

LTSM 
ユニット

https://jp.mathworks.com/videos/neural-network-for-sensor-data-analysis-1505494780628.html
https://www.mathworks.com/help/nnet/ug/long-short-term-memory-networks.html
https://jp.mathworks.com/help/deeplearning/examples/classify-sequence-data-using-lstm-networks.html
https://www.mathworks.com/help/textanalytics/examples/classify-text-data-using-deep-learning.html
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この例では、音声オーディオファイルを対応する単語のクラスに分類します。スペクトログラムを使用して、1 次元のオーディオファイルを従来の CNN 
への入力に使用可能な 2 次元画像に変換します。

音声認識のためのスペクトログラムの使用

上: 元のオーディオ信号。下: 対応するスペクトログラム。

spectrogram() コマンドは、オーディオファイルを対応する時間 - 周波
数形式に変換する簡単な方法の 1 つです。ただし、音声はオーディオ処理
の特殊な形式であり、重要な特徴が特定の周波数に局在化されています。•

CNN をこれらの位置に注目させるため、音声にとって最も関連性の高い
周波数の領域を対象とするための用途で実績のある、メル周波数ケプス
トラム係数を使用します。
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学習データを分類する単語のクラス間で均等に分配します。

音声認識のためのスペクトログラムの使用

偽陽性を削減するため、意図するカテゴリと混同しやすい単語のカテゴリ
を含めます。たとえば、意図する単語が「on」である場合、「on」と似て聞こえ
る単語や容易に混同する単語である「mom」、「dawn」、「won」などが「不明」•
カテゴリに配置されます。 

ネットワークはこれらの単語を知っている必要はなく、認識すべき単語で
はないというだけです。 

ヒント
特徴が元の学習セットと異なる場合、転移学習はうまく動作しません。これは、画像に対する
学習が行われた AlexNet や GoogLeNet などの事前学習済みネットワークは、スペクトログ
ラムへの転移学習がうまく行われないことを意味します。 

次に CNN を定義します。スペクトログラムを入力として使用しており、•
これは本来 1 次元の信号の 2 次元表現であるため、CNN の構造は画像
処理で使用した CNN の構造と非常に似たものになる可能性があります。 
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モデルの学習が行われると、このモデルは入力画像 (スペクトログラム) 
を使用して、それを適切なカテゴリに分類します。検証セットの精度はお•
よそ 96% です。

最終的なモデルは、Audio System Toolbox™ の audioDeviceReader 
を使用して、マイクロフォンからの連続ライブ信号に対して実行できます。

関連情報

ディープラーニング音声認識モデルの学習
時系列データとシーケンスデータを使用したディープラーニングの例

音声認識のためのスペクトログラムの使用

https://www.mathworks.com/help/nnet/examples/deep-learning-speech-recognition.html
https://www.mathworks.com/help/nnet/examples.html#mw_18f9e1be-5c9a-4a82-bb4d-8fa4eea9c767


ディープラーニングネットワークの展開
ここまでで、ネットワークの学習を行い目標とする精度を達成し、これをアプリケーションとして
展開する準備ができました。ディープラーニングのモデルは、(オンサイトまたはクラウド上の) 
運用システムや、デスクトップ上、または NVIDIA Tegra GPU や Intel® や、ARM® プロセッサな
どの組み込みデバイス上に展開することできます。 

選択する展開オプションは当然ながら開発しているアプリケーションの種類によります。ディー•
プラーニングのモデルを展開するためにエンジニアが選択する最も一般的な方法は、次の 
4 つです。

モデルをデスクトップ アプリケーションとして展開
MATLAB Compiler™ を使用して、モデルをエンドユーザーがローカルマシン上で実行できるス
タンドアロン•アプリケーションとしてパッケージ化します。

サーバーまたはクラウドへの展開
MATLAB Production Server™ を使用してモデルを C、C++、Java®、.NET または Python® から
呼び出すことができる API として展開します。

パフォーマンス速度向上のためにデスクトップベースの GPU を対象
GPU Coder™ を使用して学習と予測のための CUDA コードを生成します。

組み込みデバイスへの展開
GPU Coder を使用して MATLAB の外部で実行できる最適化された CUDA コードを生成し
ます。

関連情報
MATLAB アプリケーションの共有および展開 26:15
ディープラーニングの組み込み機器実装ソリューション～ GPU/CPU 編～ 52:13
スマホでディープラーニング 4:11

https://www.mathworks.com/solutions/desktop-web-deployment.html?s_tid=srchtitle
https://jp.mathworks.com/videos/implement-deep-learning-applications-for-gpus-cpus-1523546506222.html
https://jp.mathworks.com/videos/use-deep-learning-from-smartphones-1528923181768.html


ディープラーニングの便利なツール
この ebook でご紹介した例のように、MATLAB を使用することで専門家でなくてもディープ•
ラーニングのモデルを構築することができます。MATLAB には、データの管理やラベル付け、•
学習の進行状況の確認、結果の可視化を行うためのツールや関数が用意されているため、•
ディープラーニングを行う上で時間のかかるタスクや煩雑なタスクを容易に実行することが•
できます。ご紹介した例を実行する際に使用したツールのクイックガイドを次に示します。 

ツールまたは関数 概要
ImageDataStore ディープラーニングのモデルのための大規模な学習用およびテ

スト用の画像を管理します。 
カスタム読み取り関数を作成して、複数の画像の前処理を自
動化します。

ImageLabeler 対象オブジェクトの周囲に境界ボックスを描画します。
セマンティックセグメンテーションのためにピクセルレベルで
画像に素早くラベルを付けます。

imageDataAugmenter 既存の画像の自動変換、回転、スケーリングによってさらに多
くのテスト画像を作成することで、学習データセットを拡張し
ます。

heatmap この簡単な混合行列を使用して、学習済みモデル内の各カテ
ゴリの精度を可視化します。

deepDreamImage/
activations

モデルのレイヤーを可視化して、レイヤーを通過する画像の出
力を可視化します。

spectrogram 信号データを処理する際に、オーディオファイルを対応する•
時間が局所化された周波数に容易に変換します。

関連情報
MATLAB でディープラーニングを行うためのツール/リソースガイド
ディープラーニング向け•MATLAB 30•日間無料評価版
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