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Preface
SIG2D (Special Interest Group on 2D Information Processing; しぐつーでぃー) は，二次元情報処理に強い興味を持つ研究者・技術
者によるグループである．
情報処理技術は二次元の創作活動とその流布に大きく寄与してきた．インターネットと個人ホームページの普及，またその後の
pixiv, ニコニコ動画等の二次元作品投稿サイトの登場により，アマチュアの作家は容易に広く二次元作品を発表できるようになり，
さらに VOCALOID, Miku Miku Dance 等の無料/安価な二次元創作ソフトウェアの普及により，二次元クリエイターの敷居は引き下
げられつつある．その結果，今日のインターネット上には大量の二次元コンテンツが溢れており，人間の大いなる生きる糧となっ
ている．
一方で，流通する二次元コンテンツがあまりに膨大になってきたため，新たな可能性や課題が出てきている．その一例として，イ
ンターネット上の全ての二次元コンテンツの中から，自分好みのコンテンツを高い精度と再現率で巡回するにはどうすればよいか，
という問題が挙げられる．自分のお気に入りの絵師様の新作を追いかけるとしても，一般的にはそのような絵師様は数十人〜数百
人単位で居るため効率性が課題となる．まだ見知らぬ素晴らしい絵師様を探す作業も並行して行なわなければならない．より一般
的に，今まで知らなかったかわいい画像を探し出すにはどうすればいいだろうか．これら全てを手動で行なうことはとても難しく，
結果として我々は毎日気の赴くままにインターネットを徘徊し，多くの時間を非生産的に過ごすことになっている．
SIG2D は人間の二次元情報処理に関する諸問題を情報技術により解決し，人類がより幸福に非生産的な時間を過ごせるようにな
ることを目標に結成された．
上記の目的を達成するため，SIG2D では年次の研究会を開催し，発表及び意見交換を行なっている．本会議録は，2014 年 7 月に
熱海で行なわれた第 3 回会議の結果をまとめたものである．
— SIG2D Committee
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Introduction to Deep Learning as a black box

葉月ちゃんでもできる Deep Learning
Hazuki Tachibana

Tsukigaen
Tsukigasaki, Hokkaido, Japan

ABSTRACT

• 画像処理に特化した設計である．内部データ形式は画像
処理を意識した 4 次元配列 (画像数 × (色数または特徴
マップ数) × 高さ × 幅) に固定されており，画像を入出
力とするニューラルネットワーク素子 (二次元畳み込みな
ど) が多く実装されていたり，画像を学習機に入力するた
めのデータ形式に変換するユーティリティなどが用意さ
れていたりする．

Caffe は画像に特化した深層学習 (Deep Learning) のためのフ
レームワークである．その特徴としては，GPU を使った高速
な学習が可能であること，アプリケーション開発を行ないやす
くする Python インターフェースが用意されていること，公式
のチュートリアルや学習済みモデルデータが充実していること
などが挙げられ，橘葉月ちゃん [4] のような初学者でも容易に
画像の分類器を作成することができる．
本記事では深層学習の詳細に立ち入ることなく，Caffe を画
像分類器作成のためのツールとして利用する方法を紹介する．
題材として，二次元のかわいい女の子の画像からその髪の色を
識別する問題を取り上げ，Caffe により分類器を学習させ，得ら
れたモデルを用いて実際に髪色分類を行なう Web アプリケー
ションを作成する．

• GPU を用いることで高速な学習・分類が可能である．こ
れにより CPU 1 コアを使った計算に対して，数十倍程度
の高速化を見込むことができる．
• GPU を使わず CPU のみによる学習・分類も可能である．
学習により得られた分類器の実行時に GPU が必要ない
という点で重要である．本記事において作成する二次元
キャラクターの髪色分類器のデモも，学習には Amazon
EC2 の GPU インスタンスを用いて高速に学習させるが，
得られたパラメータを用いた画像分類 Web アプリケー
ションは GPU が備わっていない安価な VPS で動作させ
ている．

1. INTRODUCTION
近年，深層学習の興隆とそのオープンソース実装の流布によ
り，手軽に高精度の画像自動分類器の作成が可能になってきて
いる．例えば，我々は二次元のかわいい女の子の画像を髪の色
で分類するような Web アプリケーションを作成した．ブラウザ
でこの Web アプリケーションを開き，ウィンドウに画像ファイ
ルをドラッグアンドドロップすると，画像に含まれる二次元の
かわいい女の子の髪の色が推定されスコアとともに表示される．
また，著者の趣味により金髪の女の子だと判定された画像はハ
イライトされる．デモは http://kinpatsu.api.sig2d.org/
からアクセス可能である．動作例を Figure 1 に示す．
本記事は，この二次元髪色分類アプリケーションの作成方法
を一通り解説することで，入門者が手持ちの画像を元に画像学
習を始める手引きを提供することを目標としている．
深層学習の実装としては，オープンソースの深層学習フレー
ムワークである Caffe [3] [6] を用いる．元々は UC Berkeley の
Yangqing Jia らにより開発が始められ，現在もオープンソース
コミュニティによりアクティブに開発が行なわれている．Caffe
の特徴としては以下のような点が挙げられる．

• Python 向けのインターフェースが用意されている．これ
により，Python から学習タスクを開始することで分類器
のプロトタイピングコストを削減することができるほか，
学習によって得られたパラメータを読み込んで分類を行
なうアプリケーションを容易に記述できる．本記事にお
ける二次元キャラクターの髪色分類器の作成においても，
最終的な Web アプリケーションは Python で記述する．
• MNIST, CIFAR-10, ImageNet などの画像分類問題に対応
するサンプルネットワークや，その学習済みパラメータ
が提供されている．深層学習においてはネットワークの
構成や学習のためのパラメータ調整が重要となるが，あ
らかじめ用意されたモデルをベースにすることでとりあ
えず学習を成功させられる可能性が高まる．
• これは筆者の主観であるが，コードクオリティが高水準で
あり扱いやすい．Caffe はアクティブに開発されているソ
フトウェアの多くの例に漏れずドキュメンテーションが
完全ではないが，分からないことがある場合はコードを
読んで解決するという方法が現実的に機能する．

• 2 項 BSD ライセンスによるオープンソースソフトウェ
アである．ソースコードは開発者に馴染みの深い GitHub
でホストされ，コントリビュートを広く受け付けている．

本記事の構成は以下の通りである．
Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
permission and/or a fee.
SIG2D ’14 Atami, Japan
Copyright 2014 SIG2D ...Y100.

• Caffe のインストール
2 章では，その一例として Amazon EC2 GPU インスタン
ス (Ubuntu 14.04) に Caffe をインストールする方法を紹
介する．
本記事では，手持ちの既存環境，あるいは自分の好みの
環境に合わせて Caffe をインストールするよりも，動作
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Figure 1: ラブライブ！キャラの絵 [11] を髪色分類器にかけた例
モノクロ印刷だが賢明な読者は正しい髪の色が分かるだろう

Table 1: Amazon EC2 インスタンスタイプの比較
インスタンスタイプ
GPU
仮想 CPU 数
EC2 Compute Unit
オンデマンドインスタンス価格
スポットインスタンス価格
CIFAR-10 計算時間
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g2.2xlarge
GRID K520
8
26
$0.898/時間
約$0.1/時間
9 分 19 秒

m3.2xlarge
N/A
8
26
$0.810/時間
約$0.2/時間
43 分 51 秒

grub の書き換えについて選択肢が出る場合があるが，書き換え
なくてよい (keep the local version currently installed
を選ぶ)．
いくつかのパッケージについて補足する:

確認済みの環境や OS バージョンに従うのをおすすめす
る．これは，環境によってはインストールできない，あ
るいは試行錯誤が必要で手間がかかるためである．例え
ば GPU 関連のドライバインストールや CUDA の設定が
うまくいかない，あるいは Caffe の依存ライブラリのバー
ジョン違いによりインストールが失敗する，などが考え
られる．

cuda CUDA は公式の CUDA Downloads [10] から .deb ファ
イルをダウンロードして用いる．cuda パッケージはこの
.deb ファイルで追加され，インストールが可能となる．
執筆時点では CUDA 6.5.14 が最新版であるため，Figure
2 のスクリプトではそれを用いている1 ．

• Caffe による深層学習の実行
3 章では Caffe に含まれるサンプルをベースとして，二次
元のかわいい女の子の髪色分類器を学習させる．

Ubuntu 14.04 には nvidia-cuda-dev パッケージも存在
するが，これは避けること．これを使うと CUDA 5.5 と
バージョン 331 系列のドライバがインストールされてし
まうが，NVidia の GPU ドライバのバージョン 331 系列に
はパフォーマンス上の問題があるため [2] である．cuda
パッケージを使うと CUDA 6.5 とバージョン 340 系列の
ドライバがインストールされる．

• 学習結果を用いたアプリケーションの作成
4 章では，3 章で得られた学習結果を用いて，オンライン
で髪色分類を行なう Web アプリケーションを作成する．

2. AMAZON EC2 GPU インスタンスへの
CAFFE のインストール
Caffe は GPU を利用することで高速な学習が可能である．本
章では，現時点で最も手軽に GPU を利用することのできる方
法の一つである Amazon EC2 において，GPU インスタンスに
Caffe をインストールする方法を説明する．
1 章で述べた通り，Caffe は GPU 無しでも学習・分類が可能
である．しかし大量のデータを処理する場合には長い時間がか
かるため，多くのサンプルデータが必要な学習の場合，または
大量のデータをバッチで分類する場合には GPU を用いて高速
化することが望ましい．実際，Caffe に含まれる CIFAR-10 サ
ンプルモデルを学習させる場合，Amazon EC2 で GPU を搭載
した g2.2xlarge インスタンスで GPU を用いて計算した場合と，
ほぼ同等のマシンスペックである m3.2xlarge インスタンスで
CPU のみで計算した場合では，料金と計算時間は Table 1 のよ
うになり，GPU インスタンスを用いた方が遥かに効率が良いこ
とが分かる．

2.1

libopenblas-dev Caffe は複数の BLAS 実装に対応しており，デ
フォルトでは ATLAS が用いられるが，マルチスレッド
に対応する OpenBLAS を利用することで非 GPU 環境で
の計算速度を向上させることができる．

2.2.2

GPU デバイスファイルの生成

次に GPU デバイスファイルを作成する (Figure 3)．GPU デ
バイスファイル (/dev/nvidiactl, /dev/nvidia0 等) は通常
X server の起動時などに作成されるが，今回作成する EC2 イ
ンスタンスでは X server がインストールされていない．そのた
め，nvidia-smi コマンドを実行してこれらのデバイスファイ
ルをインスタンス起動時に作成する必要がある．GPU のリス
ト (今回用いた EC2 の構成では GRID K520 が 1 台) が表示さ
れ，/dev/nvidia* が作成されていれば成功である．

2.2.3

インスタンスの起動

Caffe のビルドとインストール

依存ライブラリとデバイスファイルの準備が整ったら，Caffe
をインストールする (Figure 4)．Caffe のコードは GitHub から
リポジトリを clone することで取得する．今回のスクリプトで
はインストールの再現性のために特定のリビジョン (c18d22eb)
をチェックアウトしているが，最新のバージョンを用いたい場
合は master ブランチや dev ブランチをチェックアウトすると
よい．ビルド前にビルド環境固有の設定を Makefile.config
というファイルに記述する必要があり，自分で一から作成する
場合にはリポジトリにある Makefile.config.example という
ファイルをひな形にするとよい．重要な設定は以下の通りで
ある．

初期イメージは “Ubuntu Server 14.04 LTS (HVM), SSD Volume Type” を選択する．他の Linux ディストリビューションで
も動作可能なはずであるが，本記事の対象外である．インスタ
ンスタイプは GPU が装着された g2.2xlarge インスタンスを選
択する．セキュリティグループなどを適切に設定した上でイン
スタンスを起動し，SSH でアクセスする (ログインユーザー名
は ubuntu である)．

2.2 Caffe のインストール
CUDA 及び Caffe の公式のインストール情報は CUDA Downloads [10] 及び Caffe Installation [2] から入手可能である．
本記事の読者のために，これらを基にしたインストールの
ためのスクリプトを http://bit.ly/caffe4trusty に用意し
た．これをコンソールにコピーアンドペーストするだけでセッ
トアップは完了する．以降，このスクリプト (Figure 2–5) を順
に追って解説する．インストールの詳細に興味のない読者は，
この章の残りはスキップして問題ない．
但し，今後のバージョンアップなどの影響により，このスク
リプトそのままではインストールできない場合もありうる．そ
の場合には以下の解説あるいは上記公式情報を参照するとよい．

BLAS 前述の通り，BLAS 実装としてデフォルトの ATLAS で
はなく OpenBLAS を用いることで，CPU 計算時に複数
コアを利用できるようになる．
Caffe は標準的な configure - make - make install の流儀に沿わ
ないインストール手順を採用している．configure フェーズは存
在せず，単に make distribute を実行するだけでビルドがス
タートし，distribute ディレクトリ以下にバイナリが出力さ
れる．自動的にインストールするコマンドは存在しないため，
distribute 以下のファイルを適切なディレクトリにコピーす
ることでインストールが完了する．

2.2.1 CUDA および Caffe 依存ライブラリのイン
ストール

2.2.4

まず，apt-get にて CUDA および Caffe が依存するライブ
ラリをインストールする (Figure 2)．apt-get install の 1–3
行目は CUDA と GPU の動作に必要なパッケージ，4–9 行目は
Caffe の依存パッケージで [2] に記載されているものである (う
ち，7, 8 行目は requirements.txt に記載がある)．

Caffe の動作確認

最後に Caffe の動作確認を行なう (Figure 5)．これは Caffe の
チュートリアル [1] から抜粋したものである．2 行目で画像デー
1 バージョンが変化した場合には先頭 3 行の URL 及びファイル
名を書き換える必要がある．
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wget http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1404/x86_64/\
cuda-repo-ubuntu1404_6.5-14_amd64.deb
sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1404_6.5-14_amd64.deb
sudo apt-add-repository multiverse
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
linux-image-extra-virtual linux-image-extra-$(uname -r) \
linux-headers-virtual linux-headers-$(uname -r) \
cuda \
git build-essential libopenblas-dev libprotobuf-dev libboost-all-dev libleveldb-dev libopencv-dev \
libsnappy-devlibhdf5-serial-dev libgflags-dev libgoogle-glog-dev liblmdb-dev protobuf-compiler \
python-dev ipython python-pil \
cython python-numpy python-scipy python-skimage python-sklearn python-matplotlib python-h5py \
python-leveldb python-networkx python-nose python-pandas python-protobuf python-gflags
sudo bash -c 'echo /usr/local/cuda/lib64 > /etc/ld.so.conf.d/cuda.conf'
sudo ldconfig

Figure 2: コマンド: apt による CUDA および Caffe 依存ライブラリのインストール

sudo bash -c 'echo "exec nvidia-smi" > /etc/rc2.d/S99nvidia-probe;
chmod 755 /etc/rc2.d/S99nvidia-probe'
sudo nvidia-smi
Figure 3: コマンド: /dev/nvidia* の生成

cd
git clone https://github.com/BVLC/caffe
cd caffe
git checkout c18d22eb
cat <<EOF > Makefile.config
CUDA_DIR := /usr/local/cuda-6.5
CUDA_ARCH := -gencode arch=compute_20,code=sm_20 -gencode arch=compute_20,code=sm_21 \
-gencode arch=compute_30,code=sm_30 -gencode arch=compute_35,code=sm_35
BLAS := open
INCLUDE_DIRS := /usr/include/python2.7 /usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include
BUILD_DIR := build
DISTRIBUTE_DIR := distribute
TEST_GPUID := 0
EOF
make -j 8 distribute
sudo cp -r distribute/include/caffe /usr/local/include/
sudo cp distribute/lib/* /usr/local/lib/
sudo cp -r distribute/python/caffe /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/

Figure 4: コマンド: Caffe のビルドとインストール

cd ~/caffe
./data/cifar10/get_cifar10.sh
./examples/cifar10/create_cifar10.sh
./examples/cifar10/train_quick.sh

Figure 5: コマンド: Caffe の動作確認
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タセットをダウンロードし，3 行目で Caffe 用にデータを加工
し，4 行目で Caffe を実行して学習を行なっている．エラーメッ
セージなくログが流れていれば正常にインストールされたと判
断し Ctrl+C で中断する．GPU 関連や依存ライブラリのインス
トールがうまくいってなければ，エラーメッセージが出て実行
が終了する．
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3. 二次元髪色分類モデルの学習

教師あり学習では，ここで得られた出力と教師データを照合
し，なるべく正解に近いラベルを出力するように判別器のパラ
メータを調整する．ここでのパラメータの調整はあくまで正解
に近づけるだけであり，必ずしも今見た教師データに対して正
解を出すようにするとは限らない．たとえば次の図では，パラ
メータ調整後の判別器に同じ画像を入力した結果，2 枚の画像
について正解するようになっている．

本章では Caffe を使って二次元のかわいい女の子の髪色判別
器を学習させる方法を説明する．
まずは機械学習に不慣れな読者のために，今回行なう教師あ
り学習およびホールドアウト検証について簡単に説明する．そ
の後，Caffe を実際に動かす具体的な手順を説明していく．

3.1

教師あり学習とホールドアウト検証

brown_hair

改めて述べると，我々の目標は二次元のかわいい女の子の画
像を入力するとその髪の色に対応するラベルを出力するような
判別器を得ることである．次の図は，すべての宇宙，過去と未
来の全ての二次元のかわいい女の子の画像に対して，その髪の
色を正しく返すような理想の判別器に，エリーチカの画像を入
力した場合の例である．

red_hair
blue_hair

もちろん，この 3 枚に対して学習を繰り返しても，他の画像
に対しても正解できるとは限らないので，今度は 1 年生 3 人の
画像を入力してみることにする．

blonde_hair

？

grey_hair
教師あり学習では，このような判別器を作成するための材料
として，まず教師データセットを用意する．教師データセット
はこの理想的な判別器の入出力を示すもので，今回の場合，二
次元のかわいい女の子の画像とその正しい髪色ラベルの対応表
となる．次の図はラブライブ！のキャラクターに対応する教師
データセットの例である．

: brown_hair

: blue_hair

: purple_hair

: blonde_hair

: orange_hair

: brown_hair

: grey_hair

: red_hair

: black_hair

red_hair
brown_hair

そしてまた同様にして，出力と教師データを照合し，パラメー
タの調整を行なう．この一連の流れを各教師データに対して繰
り返すことにより，次第に判別器のパラメータが調整されてゆ
き，正答率を上げることができる．
次に，この判別器の正答率を計ることについて考える．どの
ように計るのが公平だろうか．例えば一つのアイデアとして，
持っている教師データセットすべてを判別器に入力し，正解し
たデータ数を総教師データ数で割るといった方法が考えられる
かもしれない．しかしこの方法だと，学習に用いた教師データ
を評価にも用いるため，たとえば入力された教師データをすべ
て覚えておくような判別器の正答率はかならず 100%になって
しまうが，実際にはそのような判別器は未知の画像に対してう
まく動くとは限らないため，正しく正答率を評価できるとは言
いがたい．
公平な正答率評価を行なうためのもっとも簡単な手法の一つ
がホールドアウト検証である．ホールドアウト検証では，まず
用意した教師データを訓練データ (training dataset) と評価セッ
ト (testing dataset) の 2 つにあらかじめ無作為に分ける．この
とき，評価セットのサイズは全教師データ数の 1/3 以下と小
さめにするのが普通である．そして訓練データの教師データだ
けを用いて学習を行ない，正答率評価時には評価セットの教師
データだけを用いる．評価セットをあらかじめ学習に使わない

今回の Caffe による画像判別器の作成にあたっては，判別器は
深層ニューラルネットワークとして表現され，これに対して教
師あり学習が行なわれる．今は深層ニューラルネットワークに
関しての知識は特に必要ないが，深層ニューラルネットワーク
は多数のパラメータを持ち，パラメータを調整することによっ
て出力を変えることができることを理解しておくことは重要で
ある．判別器の学習を開始した直後，このパラメータは初期値
であり，入力に対して特に意味のない出力を返すようになって
いる．たとえば次の図では，入力した 2 年生 3 人の画像に対し
て，すべて blonde_hair を出力している．
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Table 2: 使用する髪色タグと対応する代表的な駆逐艦の一覧

よう除外しておくことにより，評価セットによる正答率評価が
実質的に未知のデータセットに対する評価となるのである．

Training dataset

aqua_hair
black_hair
blonde_hair
blue_hair
brown_hair
green_hair
grey_hair
orange_hair
pink_hair
purple_hair
red_hair
silver_hair
white_hair

Testing dataset

なお，この図ではラブライブ！の 1,2 年生を訓練データ，3 年
生を評価セットとしているが，実際には訓練データと評価セッ
トへの分割は無作為に行なう必要があることに注意すること．

3.2 Caffe による実際の学習
ここからは実際に Caffe で二次元のかわいい女の子の髪色判
別器を学習させる手順を説明する．これは次のような流れに
なる．

響
暁
夕立
五月雨
雷・電
長月
黒潮
望月
不知火
初春
陽炎
島風
菊月

では，これから各作業の内容を順に見ていくことにする．な
お，Caffe のライブラリは適切なパスにインストールされ，元
のチェックアウトディレクトリは ~/caffe にあるものと仮定
する．2 章の通りにインストールするとこのような構成になっ
ているはずである．

3.2.1

教師データを用意する

まず行なうべきは，作成したい判別器に応じた教師データを
用意することである．
今回はインターネット上から約 6 万枚の二次元画像とそれに
対応した髪色のタグデータを収集し用いることにする．なお，
教師データは次のような点を考慮して選別を行なう．

1. 教師データを用意する
教師あり学習の概要で述べたことから分かる通り，深層
ニューラルネットワークの教師あり学習には大きな教師
データセットが必要である．今回の髪色分類器の場合，教
師データは二次元のかわいい女の子の画像とその正しい
髪色ラベルの対応表となる．まずはこのデータセットを
用意しなければならない．

• 元データには非常に多くの種類の髪色タグが存在するが，そ
のうち最もポピュラーな 13 種類のみを選び，それらのタグ
がついていない画像は棄却する．最終的に選ばれた髪色タ
グのリストを Table 2 に示す．棄却されることになる髪色
タグには，multicolored_hair, two-tone_hair, gradient_hair,
lavender_hair などが含まれる．

2. 深層ニューラルネットワークを選定する
次に，どのような深層ニューラルネットワークを用いて
学習を行なうかを決定する．幸いにも Caffe にはいくつ
かのサンプルが用意されているので，その中でもポピュ
ラーな画像分類問題に対するネットワーク定義を用いる
ことにする．
3. ネットワーク定義を調整する
使用するサンプルネットワークは，我々が作成したい判別
器とは出力するラベルの種類が異なっているため，ネッ
トワーク定義を変更する．これは基本的には出力される
ラベルの種類数を示す数字をひとつ変更するだけである．

• 画像中に一人のみ人物が含まれることを示す solo タグが
付いた画像のみを利用する．また，複数の髪色タグが指
定された画像は棄却する．
• えっちな画像であることを示すタグが付いている画像は，
葉月ちゃんの教育上好ましくないため棄却する．

3.2.2

4. 学習パラメータを調整する
学習パラメータとは学習の速度を指定するものである (判
別器のパラメータとは異なる)．学習を精度よくかつ高速
に行なうためには，学習パラメータを適切に調整するこ
とが不可欠である．今回は学習パラメータに大きく手を
いれることはしないが，どれも重要な設定であるため，各
設定項目を簡単に説明する．
5. 教師データを Caffe に入力可能な形式に変換する
教師データのフォーマットをネットワーク定義に合わせ
て変換する．重要なのは，画像を特定のサイズにリサイ
ズすることと，画像およびラベルを Caffe が読める形式
に変換することである．基本的には用意した教師データ
の形式に応じて都度スクリプトを作成する必要があるが，
ある程度汎用的に使うことのできる Python スクリプトの
例を示す．
6. 学習を実行する
ここまでの準備を終えることにより，ついに学習を実行
できる．
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深層ニューラルネットワークを選定する

次に，学習に使用する深層ニューラルネットワークを選定す
る．Caffe にはいくつかの画像処理問題に対するサンプルが用意
されているが，今回はその中から CIFAR-10 に対するサンプルを
もとに髪色判別器を構成する．CIFAR-10 とは Alex Krizhevsky
による画像分類のデータセット [7] で，6 万枚の 32×32 のカラー
画像に 10 種類のラベル (airplane, automobile, bird, cat, deer, dog,
frog, horse, ship, truck) が付与されている．Figure 6 は CIFAR10 ウェブサイト [8] に掲載されている CIFAR-10 データセット
の例である．Caffe のチュートリアルではあらかじめ用意され
た CIFAR-10 向けのサンプルネットワークに 5 万枚の教師デー
タを訓練セットとして入力し学習させ，残りの 1 万枚で評価を
行ない，75%程度の正答率を得ることができることが示されて
いる．
CIFAR-10 のサンプル定義は ~/caffe/examples/cifar10/
に存在する．サンプルは二種類 (quick/full) 存在し，それぞれ
ネットワーク定義などが異なるが，今回は quick の方を用いる．
このサンプルは次の 4 ファイルで構成されており，これらは全
てプロトコルバッファ [5] のテキスト形式で記述されている．

Figure 6: CIFAR-10 に含まれる画像データの例 [8]
• cifar10_quick_train_test.prototxt

像に対して一斉に行なわれる．この値を増やすことによ
り計算が効率的になるが，メインメモリおよび GPU メモ
リを消費するため調整が必要である．また，バッチサイズ
は後に説明するソルバ定義ファイルにおけるイテレーショ
ン数の指定に影響する．例として，3.1 節の例では一度に
3 つの画像を処理していたので，その場合の batch_size
は 3 となる．CIFAR-10 の定義では訓練データ・評価セッ
トともに 100 に設定されている．

• cifar10_quick.prototxt
• cifar10_quick_solver.prototxt
• cifar10_quick_solver_lr1.prototxt
このうち，最後の cifar10_quick_solver_lr1.prototxt は
今回は用いない．

layers.transform_param.mean_file: 画像の平均値データ

のパスである．これは訓練データの全画像の平均値をとっ
たもので，入力画像を正規化するのに用いられる．これ
も訓練データと評価セット両方に指定する必要があるが，
入力ファイルパスと異なり，両方のセットに対して同一
のものを使う必要があることに注意する．

3.2.3 ネットワーク定義を調整する
次に，CIFAR-10 用のネットワークを，二次元のかわいい女
の子の髪色判別に使えるよう修正する．一見難しい作業に聞こ
えるかもしれないが，CIFAR-10 ネットワークは特に三次元画
像に特化して設計されているわけではないため，実際に行なう
ことは出力するラベルの種類数を変更するだけである．
編集するファイルは cifar10_quick_train_test.prototxt
および cifar10_quick.prototxt となる．前者は学習に用い
るネットワークの定義，後者は判別に用いるネットワークの定
義となっており，中身はほぼ同様である．しかし学習用ネット
ワークには教師データ (画像と正解ラベルのペア) が入力される
のに対し，判別用ネットワークには画像のみが入力されるなど
細かい点が異なるため，別々のファイルとして用意されている．
さて，これから出力するラベルの種類数を変更するわけであ
るが，入出力の指定はすべて重要であるため，入出力の定義全
体に関して概略を見ていくことにする．
まず，このネットワークの入力は cifar10_quick_train_
test.prototxt の冒頭で Figure 7 のように定義されている．
この中で重要なのは次の 3 つである．なお，いずれも変更する
必要はない．

このネットワークの出力は Figure 8 のように定義されてい
る．このうち特に重要なのは layers.inner_product_param.
num_output であり，この値が出力されるラベルの種類数に対
応する．今回は 13 種類の髪色を扱うので，これを 13 に変更
する．
以上でネットワーク定義の修正は終了である．学習用および
判別用の両方のネットワーク定義を変更するのを忘れないこと．

3.2.4

学習パラメータを調整する

次に学習パラメータについて見ていくことにする．なお，概
要で述べた通り，ここで言う学習パラメータとは学習の速度を
指定するものであり，判別器の挙動を特徴付けるパラメータと
は異なる．
学習パラメータは cifar10_quick_solver.prototxt で定
義されている．変更後のこのファイルを Figure 9 に示す．今回
は最低限の変更のみ行なっているが，サイズが異なる教師デー
タを入力する際などにはここで変更していないパラメータも
調整が必要となることに留意すること．各設定項目についての
説明を以下に示す．なお，設定にイテレーションという単位が
出てくるが，1 イテレーションはネットワーク定義ファイルの
batch_size で指定したサイズの教師データを処理することで
あり，今回のネットワーク定義ファイルで設定を変更していな
い場合は画像 100 枚分である．

layers.data_param.source: 教師データが入っているファイ
ルのパスである．これは 2 つ定義されており，それぞれ
訓練データと評価セットに対応する．

layers.data_param.batch_size: 入力バッチサイズを指定す

る．これはいくつの教師データを一度に処理するかを決
めるもので，学習におけるパラメータの計算はこの数の画
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layers {
name: "cifar"
type: DATA
top: "data"
top: "label"
data_param {
source: "examples/cifar10/cifar10_train_leveldb"
batch_size: 100
}
transform_param {
mean_file: "examples/cifar10/mean.binaryproto"
}
include: { phase: TRAIN }
}
layers {
name: "cifar"
type: DATA
top: "data"
top: "label"
data_param {
source: "examples/cifar10/cifar10_test_leveldb"
batch_size: 100
}
transform_param {
mean_file: "examples/cifar10/mean.binaryproto"
}
include: { phase: TEST }
}
Figure 7: 入力の定義

layers {
name: "ip2"
type: INNER_PRODUCT
bottom: "ip1"
top: "ip2"
...
inner_product_param {
num_output: 10
...
}
}
Figure 8: 出力の定義
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net: 学習用ネットワーク定義ファイルのパスを指定する．今

基本的には，用意した教師データのフォーマットに応じてその
都度変換スクリプトを作成することになる．今回は LevelDB を
作成するために使用した Python スクリプト build_leveldb.py
を Figure 10 に示す．これは http://bit.ly/caffeintro から
も取得可能である．このスクリプトは比較的汎用に使えるよう
に記述してあるので，読者が自分で分類器を作成する際にも参
考になるだろう．実行方法は以下の通りである．

回は設定ファイルを流用するためそのままでよい．

test_iter: 学習中の正答率評価を 1 回行なうのに使う評価

セットのデータ数をイテレーション単位で指定する．今
回の場合評価セットのデータ数は 6,000 であり，バッチ
サイズが 100 であることから，6, 000/100 = 60 を指定す
ることで，正答率評価に毎回すべての評価セットを用い
るようになる．

1. 教師データとなる画像を置くディレクトリを /mnt/images
とする (任意)．このディレクトリの直下に，ラベル数を
N として 0 から N − 1 までを名前とするディレクトリを
作成し，その下に各ラベルに対応する画像データをコピー
する．たとえば， blonde_hair ラベルが 2 と表現される場
合，フェイト・テスタロッサや羽山ミズキ，鳳仙エリス
などの画像は /mnt/images/2/ 以下にコピーする．

test_interval: 学習中に正答率評価を行なう間隔を，訓練デー
タのイテレーション数で指定する．データ数が多い場合
正答率評価にも多くの時間がかかるため適度な間隔にす
る必要がある．今回は比較的頻繁に値を見るため 500 と
する．

base_lr, momentum, weight_decay, lr_policy: 学習率に関す

2. build_leveldb.py を /mnt/images/build_leveldb.py
にコピーし，実行可能属性を付ける．

display: 学習中のステータスを出力する間隔を，訓練データ

3. /mnt/images にカレントディレクトリを移動した状態
で，./build_leveldb.py を実行する．これにより，~/
caffe/examples/cifar10/cifar10_train_leveldb お
よび ~/caffe/examples/cifar10/cifar10_test_leveldb
が作成される．

る設定である．学習の成否や速度を決める最重要パラメー
タであるが，この設定方法に関しては本記事の範囲を超
える．今回はそのままの値を用いる．

のイテレーション数で指定する．この時出力される値の
計算は学習時に必ず行なわれるため，計算のオーバーヘッ
ドはほとんどなく，ログの記録に差し支えない範囲で頻繁
に出力しても構わない．今回はそのままの値である 100
を指定する．

build_leveldb.py (Figure 10) は訓練データおよび評価セッ
トの 2 種類の LevelDB を作成し，入力の全画像のうち 9 割を
訓練データ，1 割を評価セットに振り分ける．なお，このスク
リプトは画像をあらかじめスキャンした後順序をシャッフルし
てから LevelDB に格納しているが，これは特定のラベルを持つ
教師データが固まるのを防ぐためである．
訓練セットと評価セットの LevelDB が作成できたら，最後に
画像平均値データの生成を行なう．これは単純に入力画像の画
素ごとの平均値をとったもので，学習および判別時の入力値の
調整に用いられる．このファイルは次のコマンドで生成できる．

max_iter: 学習の計算を最大どれだけ続けるかを，訓練データ

のイテレーション数で指定する．今回は長めに学習を走
らせるため 10,000 を指定する．この場合，トータルでの
べ 1,000,000 枚分の画像を処理するまで学習が行なわれる
ことになり，訓練セットのサイズは 54,000 であるから，
それぞれの教師データが約 18 回ずつ学習に用いられるこ
とになる．

$ cd ~/caffe
$ build/tools/compute_image_mean \
examples/cifar10/cifar10_train_leveldb \
examples/cifar10/mean.binaryproto leveldb

snapshot, snapshot_prefix: 学習の途中経過を保存する間隔

と場所を指定する．保存間隔は訓練データのイテレーショ
ン数で指定する．途中経過の保存はあまりコストがかか
らないため，予期せぬ障害に備えて積極的に保存すると
よい．今回は test_interval と同じ 500 とする．

solver_mode: 学習を CPU/GPU どちらを使って行なうかを指
定する．利用可能な場合はなるべく GPU を指定する．

3.2.6

学習を実行する

学習データと各種定義ファイルが揃ったら，caffetrain コ
マンドで実際に学習をスタートさせることができる．--solver
オプションには学習パラメータファイルを指定する．

3.2.5 教師データを Caffe に入力可能な形式に変換
する
準備の最終段階が，教師データを Caffe に入力可能な形式に
変換する作業である．これから作るデータファイルは次の 3 つ
である．

$ cd ~/caffe
$ build/tools/caffe train --solver \
examples/cifar10/cifar10_quick_solver.prototxt

• 訓練セットデータベース (cifar10_train_leveldb)

実行途中は様々なログが出力されるが，重要なのは正答率と
損失関数の出力である．たとえば，学習の開始直後に次のよう
なログが出力される．

• 評価セットデータベース (cifar10_test_leveldb)
• 画像平均値データ (mean.binaryproto)

Iteration 0, Testing net (#0)
Test net output #0: accuracy = 0.0556666
Test net output #1: loss = 2.56453
(* 1 = 2.56453 loss)
Iteration 0, loss = 2.56431
Train net output #0: loss = 2.56431
(* 1 = 2.56431 loss)

Caffe の学習器は教師データを LevelDB から読み込む．LevelDB はランダムに読み書き可能な key-value ストレージであ
り，key/value ともに任意のバイナリ列が保存可能である．教師
データを保存する際には，key は互いに重複しない任意の文字
列，value は画像を (色数 × 高さ × 幅) 要素の浮動小数からな
る配列のバイナリ表現とする．また教師データは訓練データと
評価セットに分けることになるが，これらはネットワーク定義
ファイルに書いた通り，それぞれ別々の LevelDB ファイルとし
て保存する．

accuracy は正答率であり，対象の教師データのうち出力が正
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net: "examples/cifar10/cifar10_quick_train_test.prototxt"
test_iter: 60
test_interval: 500
base_lr: 0.001
momentum: 0.9
weight_decay: 0.004
lr_policy: "fixed"
display: 100
max_iter: 10000
snapshot: 500
snapshot_prefix: "examples/cifar10/cifar10_quick"
solver_mode: GPU
Figure 9: 学習パラメータの定義
解だったものの比率を表す．これはデフォルトでは評価セット
のみに対して計算される．
loss は損失関数であり，正答率が上がるほど数値が下がるよ
うな関数である．訓練セットおよび評価セットの両方に対して
計算される．
このログで出力されているのは学習が始まる前の初期パラ
メータでの評価であり，正答率は 5.6% 程度であることがわか
るが，この時点での正答率に意味はない．しばらくして 500 イ
テレーション (test_interval に指定した回数) が終了すると，
もう一度評価セットによる評価が行なわれる．

Iteration 500, Testing net (#0)
Test net output #0: accuracy = 0.411
Test net output #1: loss = 1.83641
(* 1 = 1.83641 loss)

model_file : 判別用ネットワーク定義ファイルのパスを指定
する．

pretrained_file : 学習によって得られたパラメータファイ
ル (*.caffemodel) のパスを指定する．
image_dims : 入力する画像のサイズを指定する．指定しなかっ
た場合，判別用ネットワーク定義に書かれたサイズがそ
のまま使われる．

gpu : GPU を利用するかどうかを指定する．デフォルトでは
GPU を使用しないので，GPU が装備されていない環境で
も動作させることができる．

mean : 画像の平均値データを numpy.ndarray 形式で与える．

1 イテレーションが 100 個の教師データに相当するので，こ
のログは 50,000 個の教師データで一通り学習を行なった結果，
正答率が 41.1% まで改善したことを報告している．
以後 10,000 イテレーションまで学習を走らせると，正答率は
50%程度で落ち着いた．ログを見ると 5,000 イテレーション目で
正答率が最も高かった (52%程度) ので，この時点でのパラメータ
を採用することにする．このパラメータは examples/cifar10/
cifar10_quick_iter_5000.caffemodel として保存されてい
るので，これを回収しておく．
以上で学習は終了である．

4. 二次元髪色分類 WEB アプリケーションの
作成
本章では，3 章で得られた髪色判別器を用いて，実際に髪色
判別を行なう Web アプリケーションを作成する．

4.1 Caffe の Python インターフェース
Caffe には Python 向けの API が用意されており，これを利用
することで判別器を簡単に動かすことができる．判別器のイン
ターフェースである caffe.Classifier クラスは次のような
コンストラクタを持つ．

classifier = caffe.Classifier(
model_file, pretrained_file,
image_dims=None, gpu=False, mean=None,
input_scale=None, raw_scale=None,
channel_swap=None)

学習時に平均値データを与えていた場合には指定が必須で
ある．学習時に作成した mean.binaryproto から numpy.
ndarray への変換方法はこの後で示すスクリプトを参照
のこと．

input_scale, raw_scale : 入力データに対して掛けるスケー

ル値．教師データの作成時に行なった正規化と，今から
判別器に入力するデータの正規化が異なる場合，この値
を設定する必要がある．この設定による各画素値は，生
の画素値を raw, 補正後の画素値を input として以下の計
算式で与えられる．

input = (raw × raw_scale − mean) × input_scale

channel_swap : 色のチャンネル順を変える時はその順列を指

定する．今回は使わないので，詳細は実装コードを参照
のこと．

このクラスのインスタンスを作成した後，predict メソッド
を呼ぶことで判別が可能である．

predictions = classifier.predict(
inputs,
oversample=True)

inputs : 入力画像のリストを指定する．各入力画像は 3 次元
(色数 × 高さ × 幅) の numpy.ndarray 形式である必要があ
る．これはユーティリティ関数 caffe.io.load_image()

を使うことで簡単に生成できる．画像サイズがコンスト
ラクタの image_dims に指定したものと異なった場合，自
動でリサイズが行なわれる．
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#!/usr/bin/python
import
import
import
import
import

os
random
shutil
subprocess
sys

from caffe.proto import caffe_pb2
import leveldb
import numpy as np
import PIL.Image
THUMBNAIL_SIZE = 32
def make_thumbnail(image):
image = image.convert('RGB')
square_size = min(image.size)
offset_x = (image.size[0] - square_size) / 2
offset_y = (image.size[1] - square_size) / 2
image = image.crop((offset_x, offset_y,
offset_x + square_size, offset_y + square_size))
image.thumbnail((THUMBNAIL_SIZE, THUMBNAIL_SIZE), PIL.Image.ANTIALIAS)
return image
def make_datum(thumbnail, label):
return caffe_pb2.Datum(
channels=3,
width=THUMBNAIL_SIZE,
height=THUMBNAIL_SIZE,
label=label,
data=np.rollaxis(np.asarray(thumbnail), 2).tostring())
def create_leveldb(name):
path = os.path.join(os.environ['HOME'], 'caffe/examples/cifar10', name)
return leveldb.LevelDB(
path, create_if_missing=True, error_if_exists=True, paranoid_checks=True)
def main():
train_db = create_leveldb('cifar10_train_leveldb')
test_db = create_leveldb('cifar10_test_leveldb')
filepath_and_label = []
for dirpath, _, filenames in os.walk('.'):
try:
label = int(dirpath.split('/')[1])
except Exception:
continue
for filename in filenames:
if filename.endswith(('.png', '.jpg')):
filepath_and_label.append((os.path.join(dirpath, filename), label))
random.shuffle(filepath_and_label)
for seq, (filepath, label) in enumerate(filepath_and_label):
print seq, label, filepath
image = PIL.Image.open(filepath)
thumbnail = make_thumbnail(image)
datum = make_datum(thumbnail, label)
db = test_db if seq % 10 == 0 else train_db
db.Put('%08d' % seq, datum.SerializeToString())
if __name__ == '__main__':
sys.exit(main())

Figure 10: build_leveldb.py
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oversample : これが True の場合，自動的に入力画像の一部を

ランダムに切り取るなどして複数の画像が生成され，そ
のすべてを判別器にかけたときの結果の平均値が最終的
な結果として返される．

インタラクティブな Python インタプリタから，実際にこのイ
ンターフェースを利用してみよう．まずは判別器を初期化する．

5. 謝辞

$ ipython
In [1]: import caffe
In [2]: from caffe.proto import caffe_pb2
In [3]: import numpy as np
In [4]: mean_blob = caffe_pb2.BlobProto()
In [5]: with open('mean.binaryproto') as f:
...:
mean_blob.ParseFromString(f.read())
In [6]: mean_array = np.asarray(
...:
mean_blob.data,
...:
dtype=np.float32).reshape(
...:
(mean_blob.channels,
...:
mean_blob.height,
...:
mean_blob.width))
In [7]: classifier = caffe.Classifier(
...:
'cifar10_quick.prototxt',
...:
'cifar10_quick.caffemodel',
...:
mean=mean_array,
...:
raw_scale=255)

去年の SIG2D’13 に引き続きもふもふないぬみみ娘ちゃんを
描いて頂いた mizuki さん [9]，記事中でラブライブ！アイコン
を使用することを快諾して頂いたひづき夜宵さん [12]，そして
二次元のかわいい女の子を生み出して我々の人生を豊かにし続
けてくれる全ての絵師様に感謝致します．

6.

In[4] から In[6] までで平均値データをロードし，In[7] で
判別器を初期化する．判別器の初期化時には，3 章で得られた
各種データのファイル名を指定する必要がある．
この判別器に画像を入力してみよう．
In [8]: image = caffe.io.load_image(
...:
'eri_ico.png')
In [9]: predictions = classifier.predict(
...:
[image], oversample=False)
In [10]: predictions
Out[10]:
array([[ 1.08323902e-05,
1.53216621e-04,
9.98405039e-01,
9.30230599e-05,
7.96427194e-04,
2.37833301e-04,
2.20912880e-05,
4.92957843e-05,
8.36765321e-06,
2.09467726e-05,
3.36278362e-07,
8.81833985e-05,
1.14376679e-04]], dtype=float32)

REFERENCES

[1] Alex’s CIFAR-10 tutorial, Caffe style.
http://caffe.berkeleyvision.org/gathered/examples/cifar10.html.
[2] Caffe | Installation.
http://caffe.berkeleyvision.org/installation.html.
[3] Berkeley Vision and Learning Center. Caffe / Deep Learning
Framework. http://caffe.berkeleyvision.org/.
[4] Favorite. アストラエアの白き永遠. http://www.favosoft.jp/soft/product/WhiteEternity/index.html.
[5] Google. Protocol Buffers - Google’s data interchange format.
https://github.com/google/protobuf/.
[6] Y. Jia, E. Shelhamer, J. Donahue, S. Karayev, J. Long,
R. Girshick, S. Guadarrama, and T. Darrell. Caffe:
Convolutional architecture for fast feature embedding. arXiv
preprint arXiv:1408.5093, 2014.
[7] A. Krizhevsky and G. Hinton. Learning multiple layers of
features from tiny images. Computer Science Department,
University of Toronto, Tech. Rep, 2009.
[8] A. Krizhevsky, V. Nair, and G. Hinton. CIFAR-10 and
CIFAR-100 datasets.
http://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html.
[9] mizuki. ココ LOST. http://mizuki2161.blog90.fc2.com/.
[10] NVidia. CUDA Downloads.
https://developer.nvidia.com/cuda-downloads.
[11] ひづき夜宵. ラブライブ！ Twitter ＆ SNS 用アイコン.
http://8kd.moo.jp/twilovelive.htm.
[12] ひづき夜宵. 八卦電影城. http://8kd.moo.jp/.

ABOUT AUTHOR

predict は複数の画像を一度に取り，結果を 2 次元配列とし
て返す．predictions[i][j] は i 番目の画像の j 番目のラベ
ルに対するスコアとなる．
この結果を見ると，スコアが一番高いのは 3 番目 (0.998405039)
であるので，判別結果は 3 番目のラベルとなる．

4.2

字列ラベルへと変換される．
実行後，ブラウザで http://localhost:8080/ にアクセスす
るとインターフェースが表示され，任意の画像ファイルをドラッ
グアンドドロップすると，Figure 1 の通り，ラベルの判別結果とス
コアが表示される．このデモは http://kinpatsu.api.sig2d.org/
でも動作している．

髪色判別 Web アプリケーション

この API を使うコードに Web インターフェースを実装する
ことで，二次元のかわいい女の子の髪色判別 Web アプリケー
ションが出来上がる．Figure 11 にこのコードを示す．これは
http://bit.ly/caffeintro からも入手可能である．
このコードは Web フレームワークとして bottle パッケージを
用いるので，
Ubuntu であれば apt-get install python-bottle
などで事前にインストールする．テンプレート HTML ファイル
frontend.html は http://bit.ly/caffeintro から入手して
同じディレクトリに置く必要がある．出力ラベルを順に並べた
labels.txt を置いておくことにより，出力結果が整数から文
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Hazuki Tachibana
月ヶ園所属．難しいことはよくわからな
いけど手を動かすのは楽しいタイプ．かわ
いいものが大好き．
Clover Day’s の杏鈴ちゃんをもふもふす
るトイ Web アプリ (非公開) を作成して 2014
年の SIG2D 合宿に持ってゆき，妹属性持ち
メンバーを杏鈴ちゃんもふもふスパイラル
に突き落とした進捗デストロイヤー．もち
ろん作った本人ももふもふしていたので進捗ダメです．
写真は旧市街に散歩をしに行った時に撮影したもの．

#!/usr/bin/python
import sys
import bottle
import caffe
from caffe.proto import caffe_pb2
import numpy as np
@bottle.get('/')
def index_handler():
return bottle.template('frontend.html', {})
@bottle.post('/')
def classify_handler():
upload = bottle.request.files.values()[0]
image = caffe.io.load_image(upload.file)
prediction = g_classifier.predict([image], oversample=False)[0]
clazz, score = max(enumerate(prediction.tolist()), key=lambda (i, p): p)
label = g_labels[clazz]
return {'result': {'label': label, 'score': score}}
def main():
mean_blob = caffe_pb2.BlobProto()
with open('mean.binaryproto') as f:
mean_blob.ParseFromString(f.read())
mean_array = np.asarray(mean_blob.data, dtype=np.float32).reshape(
(mean_blob.channels, mean_blob.height, mean_blob.width))
global g_classifier
g_classifier = caffe.Classifier(
'cifar10_quick.prototxt',
'cifar10_quick_iter_5000.caffemodel',
mean=mean_array,
raw_scale=255)
global g_labels
with open('labels.txt') as f:
g_labels = f.read().decode('utf-8').splitlines()
bottle.debug()
bottle.run(host='0.0.0.0', port=8080)
if __name__ == '__main__':
sys.exit(main())

Figure 11: frontend.py
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Caffe parameter tuning for novice
Caffe で試す絵師判定
Kotori Otonashi
765 production

ABSTRACT
本記事は，絵師判定というタスクを基にし，既存のニューラル
ネットワークを利用しながらのパラメータの調整およびネット
ワークの調整について，初心者がある程度の結果を得ることが
できるようになるまでの試行錯誤を綴ったものである．最終的
に，40 絵師を分類するタスクにおいて，テストデータで 58%の
正答率を出せる程度の成果を得た．

1. はじめに
深層学習 (deep learning; ディープラーニング) とは，多層の
ニューラルネットワークを用いた機械学習の手法を示すバズ
ワードである．バズワードであるので，筆者もこの単語の正確
な定義が分からない．深層学習はなんらかの一つの手法を指
すわけではなく，最近の手法を使って多層のニューラルネット
ワークを学習させること全般を指しているようである．

1.1

ニューラルネットワークと深層学習

昔から多層のニューラルネットワークという考え方はあった．
しかし，多層のニューラルネットワークは，アルゴリズムが洗
練されていない，学習させるための計算量が多すぎるなど，様々
な理由によりうまく学習することができず，しばらく不遇の時
代を迎えた．
しかし，多層ニューラルネットワークに関する風向きは 2012
年頃から変わってきた．様々なコンテストで多層ニューラル
ネットワークを用いた手法が活躍するようになったのである．
2012 年，画像に写った物体を認識するコンテスト (IMAGENET
Large Scale Visual Recognition Challenge 2012 [2]) で，多層ニ
ューラルネットワークを用いたチーム SuperVision が，エラー
レート 0.15315 を達成1 し，2 位チームを圧倒的に引き離して優
勝した [11]．2 位チームのエラーレートは 0.26172 であり，こ
の種のコンテストでは，これは並大抵の差ではない．
2012 年には，他にもキャッチーなニュースがあった．YouTube
の画像を深層学習で解析していたら，猫を自動的に識別するよ
うになり始めた，というのである [12]．このニュースは，猫と
いうラベルをつけなくとも，大量の入力を与えれば猫の概念を
1 ここでのエラーレートは「5 個まで候補を出してその中に正解
がなかった割合」である．

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
permission and/or a fee.
SIG2D ’14 Atami, Japan
Copyright 2014 SIG2D ...¥100.

自動獲得できることを示しており，深層学習の凄さを見せつけ
る一例となった．
さて，ここまで成果が出るということが分かると，背景とな
る理論をきちんと理解することは不可能でも，とりあえず深層
学習と呼ばれるものを動かすぐらいはやってみたい，と思うの
がエンジニアとしての正しい姿勢であろう．ただし，深層学習
に関する話を聞くにつれ，きちんと理解して動かすことはどう
やらそう簡単ではないらしい，ということも分かってくる．
そもそもニューラルネットワークを正しく構築して意味のあ
る結果を出すのは，そんなに易しいものではない．ニューラル
ネットワーク自体の具体的な計算式や更新アルゴリズム自体は，
そう難しいものでもないので理解することはできる．しかし，
問題を解くためにどのようなネットワークを構成すればうまく
動くのかを考えることは，まだ職人芸の範囲である．話を聞い
た限りでは 1 ポスドク年程度を費やす必要があるらしい．
そこで，ある程度動くことが分かっているネットワークを用
いて，そのネットワーク上で動きそうな，あまりやられていな
い適当なタスクを設定し，実際に動かして感触をつかんでみる
こととした．

1.2

絵師判定

今回選んだタスクは，絵師判定である．絵師判定とは，絵を
描いたのが誰かをあてるタスクである．
絵師判定は，人間にとってもそこそこ難しいタスクである．
特に，似たような絵を描く二人を見分けるのは難しい．
まず，絵師判定の初心者的なタスクとして，
「みつみ美里」[14]
と「甘露樹」[16] という二人のイラストレーターの絵を見分け
ることができるようになるというタスクがある．どちらも，株
式会社アクアプラス [1] に所属するイラストレーターである．
この二人の描く絵は，雰囲気はわりと似てはいるが，見慣れて
いる人からみれば，見分けられるポイントはいくつもある．と
りあえずこれが見分けられるようになることが，美少女ゲーム
初心者を脱するための最初の関門であるが，易しいので正直す
ぐに見分けることができるようになるであろう．ただ，この二
人の名前と見分け方という単語で検索してみたところ，ヤフー
知恵袋などに見分け方を教えてくださいという質問が投稿され
ていた [6] ので，見分けられない人もいないわけではないよう
である．
絵師判定の上級者的なタスクとしては，「こぶいち」 [5] と
「むりりん」 [7] という二人のイラストレーターを見分けるとい
うタスクがある．この二人は，ゆずソフト [4]（株式会社ユノ
スのゲームブランド名）に所属する．この二人は本当に似た絵
を描くので，見慣れた人でもなかなか見分けることが難しい．
どのぐらい難しいかを示す一例をあげる．ゆずソフトのサノ
バウィッチ [15] というゲームに出てくるキャラクター2 を，
「こ
ぶいち」と「むりりん」のどちらが描いたのか当てるタスクを
2 http://www.yuzu-soft.com/new/product/sothewitch/
character.html (18 才未満閲覧禁止)
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筆者を含む 4 人で行なった．メインキャラクター 4 人，および
サブキャラクター 5 人がおり，計 9 人全てが，「こぶいち」も
しくは「むりりん」が描いたものである．
タスクを行なった 4 人中，1 人はその 2 人の絵をほとんど知
らない状態（初級者）
，2 人はある程度見慣れた状態（中級者）
，
もう 1 人は見分けることに高度に訓練された状態（上級者）で
あった．ちなみに，初級者はゆずソフトのことをそもそも知ら
ない状態，中級者の二人はゆずソフトを知っており 1 本程度な
ら買ったことがある状態，上級者はゆずソフトのソフトをすべ
て買っている状態である．なお，上級者は「こぶいち」がいた
頃のメビウス時代から買い続けていたらしいが，何を言ってい
るのかよく分からない．
結果であるが，初級者の正答率は 4/9，中級者の正答率は 4/9,
3/7 であった．中級者の分母が 7 なのは，男性キャラの絵師判
定を拒否したためである．3 人とも正答率 50%を切っており，
ランダムに選んだのと変わらない正答率であった．到底判断で
きているとは言い難い．結局中級者といいつつ，初級者と何も
変わらなかった．しかし，上級者は恐ろしいことに 8/9 の正答
率を誇った．高度に訓練すると，どうやらこの二人の区別がつ
くらしい．なお，答はゆずソフトのブログ3 にある．もし，8 人
以上正解できれば，人間的には負けているかもしれないが，勝
ち誇って良い．それぐらい難しいタスクである．

2. 実験の準備
実際に深層学習を用いて絵師判定を行なう準備をすることを
考える．
考えることは，データセットの準備およびネットワークの準
備である．今回は，データセットは pixiv [3] から取得し，ネッ
トワークは Caffe [9] の CIFAR-10 向けのネットワークを利用す
ることとした．

2.1

データセットの準備

データセットとなるべき入力画像を取得することは最初の関
門になる．入力画像は，誰が描いたのか分かっている絵が大量
にある必要があるが，日本には，この目的にうってつけのデー
タベースとして，pixiv が存在する．そこで，pixiv からなんと
かデータをお借りすることとしよう．

2.1.1 データセットの条件
このデータセットを作るときには，気をつけなければならな
い条件がいくつかある．

1. なるべく多くの画像がアップロードされている絵師を選ぶ
2. なるべく同じキャラを複数の絵師が描いているように選ぶ
多くの画像がアップロードされている絵師を選ぶのは，単純
に深層学習はデータ量がものをいう世界だからである．本当は
何千枚も絵があると良いのだが，さすがにそれだけの量の絵を
描いている絵師を見つけるのは困難である．そこで，100 枚程
度の絵がアップロードされていることを基準に絵師を選んだ．
また，なるべく同じキャラを複数の絵師が描いているように
選ぶようにした．これは，絵師判定が単なるキャラ判定になっ
てしまうことを避けるためである．初音ミクだけしか描いてい
ない絵師と鏡音リンだけしか描いていない絵師がいたとすると，
その判別には，絵師の特徴よりもキャラに特徴的な部分を抽出
すれば良くなってしまう．と言っても，全く同じキャラを描い
ている複数の絵師を多く選ぶのは容易ではないので，ある程度
の妥協をした．ここは，絵師の数を増やせば，自然に解決され
る問題かもしれない．
3 http://yuzu-soft.jp/dbl/?p=71
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2.1.2

データセットの取得

さて，以上の条件を満たすために，pixiv の検索で適当に「カー
ドキャプターさくら」とか「音無小鳥」とか「チルノ」とか，適
当に思いついた，しかしながら著者の好みが分かりそうな検索
単語を数語打ち込んで，出てきた絵のうち評価が高そうな絵を
中心に絵師のプロフィールを閲覧し，100 枚程度の絵をアップ
ロードしている絵師を恣意的に 40 人選定した．ランダムにし
なかったのは，上記の条件を満たすためであり，他意はない．
次に，その絵師が公開している画像を全てダウンロードした．
pixiv に負荷をかけることを避けるために，具体的な方法をこ
こで書くことは避けるので，必要に応じて検索してほしい．ま
た，pixiv のサーバーにアタックをかけて逮捕されないように，
2 秒に 1 回しかアクセスしないようにした．1 秒に 1 回でない
のは，1 秒に 1 回で逮捕された例 [8] があるためである．この
ようにゆっくりとダウンロードしたため，ダウンロードには 1
日程度の時間がかかった．絵自体は，13000 枚程度の絵が取得
できた．
最後に，データセットを全て手動で閲覧し，学習に用いるの
に適していない絵が含まれていれば，それを除外するようにし
た．例えば，漫画形式の画像をアップロードしている場合，漫
画の一枚目がタイトルになっていて文字しか書かれていないこ
とがある．これらは手動で除去した．また，絵の描き方が漫画
形式でアップロードされていることもままあり，これらは最終
的な完成品以外はすべて手動で除去した．また，似たような絵
が含まれている場合も見受けられたので，気がつき次第手動で
除去した．これは，似た絵が訓練データとテストデータに入っ
てしまって，正答率が上がってしまうことを避けるためである．
線画やラフ画のようなものは，全て手動で除去した．これも，
そのような絵を公開している絵師が少数であったため，これが
絵師判定の基準となってしまうことを避けるためである．
最終的には，40 絵師，7000 枚程度の画像を得た．

2.1.3

データセットの加工

こうして得た画像を，Caffe で利用できる形式へ変換する．具
体的なやり方は前の記事に詳しいので，そちらを見ていただき
たい．
CIFAR-10 のネットワークでは，32 × 32 ピクセルの画像を利
用するようになっている．ただし，実際にはどのサイズの画像
でも動くことは動くようである．そこで，どのサイズが良いか
を検討するために，32 × 32, 64 × 64, 128 × 128 の画像を作成し
てみた．
Figure 1 に比較のための画像を載せてある．元画像は鮮明で
あり，128 × 128 の画像もある程度の見分けがつきそうなレベ
ルである．しかし，64 × 64 ではやや不鮮明である．人間は特
に顔をみて絵師を判断すると思われるが，顔がどのように描か
れているか，判断にやや苦しむレベルである．32 × 32 では画
像がかなり潰れてしまってそもそも何を描いているのかさえ分
からない．
そこで，基本的には人間なら絵師判定ができると思われる
128 × 128 の画像を基本とすることにした．この画像は，Image
Magick を用いて，次のような bash スクリプトで画像を変換
した．

for x in *; do
convert $x -resize x128 -resize '128x<' \
-gravity center \
-crop 128x128+0+0 +repage ${x%.*}-convert.png
done
この bash スクリプトは，画像のアスペクト比を変えないよ
うに 128 × 128 の画像を作成するものである．横長や縦長の画
像は，正方形になるように端が切り詰められ，拡張子を除いた
ファイル名に -convert.png をつけた名前で，png 形式で保存
する．

元画像

128 × 128

64 × 64

32 × 32

Figure 1: 画像サイズの検討

画像の 1/10 は，テストデータとなるように，トレーニング
データと分けて別の LevelDB へ入れておく．前記事の build_
leveldb.py を用いれば，勝手に画像の 1/10 をテストデータと
して，別の LevelDB へ入れてくれる．
最後に，CIFAR-10 では mean.binaryproto の作成が必要で
あるので，生成を忘れないようにすること．これも前記事にや
り方が載っているので参照してほしい．

2.2

ニューラルネットワークの準備

先ほど述べた通り，本記事では CIFAR-10 のネットワークを
再利用する．
ただし，絵師判定は CIFAR-10 のタスクとは異なるので，同
じネットワークを使うとしてもパラメータチューニングが必要
であろう．そこで，CIFAR-10 のネットワークを利用しつつ，
パラメータを変更するとどのような結果が出るのかについて，
さまざまな実験を行なう．CIFAR-10 向けのネットワークには，
quick と full の 2 つが存在する．今回は，quick を用いて様々な
予備実験を行ない，full を用いて精度の高い実験を行なうこと
を試みることにする．
まず，CIFAR-10 のネットワークを，我々の目的に合うよう
に変更する．

2.2.1 出力データ数の調整
CIFAR-10 のデータは，10 個のラベルのいずれかを出力する
ようになっている．しかし，今回は 40 絵師を用いて判定を行
なうので，出力結果が 40 個になるように変更する．具体的に
は，cifar10_quick_train_test.prototxt の，ip2 という名
前のレイヤーを変更する．

layers {
name: "ip2"
type: INNER_PRODUCT
bottom: "ip1"
top: "ip2"
blobs_lr: 1
blobs_lr: 2
inner_product_param {
num_output: 40 <--- ここを 10 から 40 に変更する
weight_filler {
type: "gaussian"
std: 0.1
}
bias_filler {
type: "constant"
}
}
}
ひとまずこれだけで最終的なラベルが 40 になり，40 絵師判

定ができるようになる．

2.2.2

イテレーション回数と学習率の変更

CIFAR-10 の quick ネットワークでは，デフォルトでは 5000
回のイテレーションを行なうようになっている．また，4000
回のイテレーションを行なった後で，学習率を変化させ，残り
1000 回のイテレーションを行なう．
学習率とは，ニューラルネットワークが学習するときに，ど
の程度一度に学習を進めるかを表す数値である．学習率が高い
と，学習は速く進むが細かな調整ができずに正答率が上がらな
い原因となりうる．学習率を低くすると，学習の成果がでるま
でに時間がかかってしまうが，少しずつ調整するのでよりよい
学習をすることができる可能性がある．
イテレーションの回数が 5000 より増えた場合の挙動や，お
よび学習率を変化させた場合にどうなるかを見たいので，イテ
レーションの回数を 20000 にし，学習率を固定する．
イテレーション回数を変更するには，
cifar10_quick_solver.
prototxt の，max_iter を変更する．今回は 20000 にするの
で，5000 から 20000 へ変更すればよい．ついでに，snapshot
の値も，20000 へ変更する．
学習率の固定に関しては，Caffe では学習率を変更させるに
はソルバー定義を変更してもう一度学習を走らせるようになっ
ている．そこで，ソルバー定義を変更せず，一度だけ学習を走
らせれば学習率が固定されたことになる．学習率が変更された
ソルバー定義は cifar10_quick_solver_lr1.prototxt にあ
るが，これを今回は利用しないこととする．

2.2.3

テスト頻度およびテスト量の変更

次に，テスト頻度および 1 回あたりのテスト量を変更する．
テストの頻度を変更するのは，トレーニングデータとテストデー
タの値がどのように変更されていくかを，より多頻度で取得す
るためである．テスト量を変更するのは，そもそも CIFAR-10
と同程度のテストデータがないため，同じテストを何度も行な
うことを防ぐためである．
まず頻度の変更であるが，
cifar10_quick_solver.prototxt
中の test_interval を変更する．今回は，display と同じ 100
に設定した．これにより，100 回の学習イテレーションごとに
テストを走らせ，結果を表示してくれる．今回多頻度でテスト
を行なうことにしたが，テストにも当然時間はかかるので，パ
ラメータの調整に慣れてきたら頻度を減らしても良い．
テスト 1 回あたりのテスト量の変更は，cifar10_quick_
solver.prototxt 中の test_iter を変更する．今回はテスト
データが 700 枚程度であり，一回のバッチサイズが 100 である
ため，7 あたりにしておくのが良い．

2.2.4

トレーニングデータでの正答率を表示

デフォルトでは，テストデータのみでしか正答率 (accuracy)
を表示しない．しかし，トレーニングデータとテストデータの
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正答率の乖離を見てみたいので，ネットワーク定義ファイルを
変更して，トレーニングデータでも正答率が表示されるように
する．
そのためには，cifar10_quick_train_test.prototxt 中の
次のような箇所を探し，include: { phase: TEST }と書かれ
た部分を削除する．

layers {
name: "accuracy"
type: ACCURACY
bottom: "ip2"
bottom: "label"
top: "accuracy"
include: { phase: TEST }
}

training
test
0.8

0.6

0.4

0.2

0

<-- この行を削る

0

これで，トレーニングデータでも正答率が表示されるように
なる．
以上で準備は完了である．

3. 絵師判定
さて，これで実際に絵師判定を行ない，ある程度のデータが
取得できる環境を得た．よって，実際に学習を走らせて，どの
ような結果がでるか見てみよう．

3.1

1

デフォルトの場合の実験

まずは，そのまま走らせてみよう．
実際に学習を走らせるには，次のコマンドを Caffe の example/
cifar10 ディレクトリで入力する．

$ ../../build/tools/caffe train \
--solver=cifar10_quick_solver.prototxt
これは train_quick.sh に書かれてあるものと基本的には同
一であり，cifar10_quick_solver_lr1.prototxt を使わない
ようにしているところが異なる．
実行には多少の時間がかかる．amazon EC2 の GPU インス
タンスを用いた場合，この学習自体は 3 時間程度で終了した．
念のため，次のように nohup をつけて実行しておいたほうが，
ログアウトしても安全なので便利かもしれない．

5000

10000

15000

20000

Figure 2: 128 × 128; lr = 0.001

3.2

学習率の変更

学習率を小さくすると，よりよいパラメータ調整ができる
ので，正答率が高まる可能性があることは述べた．そこで，学
習率を変更することで，正答率にどの程度の差が出るかを見
てみよう．元々の学習率は，0.001 である．これは cifar10_
quick_solver.prototxt の base_lr に記述されている．lr
とは learning rate の意味である．

3.2.1

学習率 10 倍 (lr = 0.01)

まず，学習率を大きくすると何が起こるのかを知るために，
学習率を 10 倍の 0.01 として学習させてみる．Figure 3 が結果
である．
1
training
test
0.8

0.6

0.4

$ nohup ../../build/tools/caffe train \
--solver=cifar10_quick_solver.prototxt &

0.2

この場合は nohup.out にデータが出る．次のコマンドを入
力すれば，ログを見続けることができる．ログの見方は前記事
に書いてあるので，そちらを参照してほしい．

$ tail -f nohup.out
このようにして学習を回してみると，Figure 2 のような出力
を得た．横軸が学習のイテレーション回数，縦軸はトレーニン
グデータセットもしくはテストデータセットの正答率である．
実線がトレーニングデータセット，破線がテストデータセット
での正答率である．
トレーニングデータセットでは 1 に近い，非常に高い正答率
を得ているが，テストデータセットでは 25%程度の正答率であ
り，あまり高い精度ではないことが分かる．
このグラフのように，トレーニングデータとテストデータ
で著しく異なる正答率である場合，過学習している可能性が高
い．過学習とは，過度にトレーニングデータに適合してしまっ
た状態のことを指す．つまり，本来学習して欲しい特徴以外の
トレーニングデータだけに存在する特徴に適合してしまい，未
知のデータに対して高い正答率を得ることができなくなった状
態のことである．
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Figure 3: 128 × 128; lr = 0.01
Figure 3 を見ると，正答率が異常に低いままになっているこ
とが分かる．これはネットワークが全く学習できていないこと
を示す．
こういう場合は，ログをきちんと読んでみると良い．実際に，
次のようなログが表示されていた．

Iteration 100, Testing net (#0)
Test net output #0: accuracy = 0.012
Test net output #1: loss = nan
(* 1 = nan loss)
Iteration 100, loss = nan
Train net output #0: accuracy = 0
Train net output #1: loss = nan
(* 1 = nan loss)

このログをみると，loss の値が nan になっていることが分
かる．
loss は損失関数のことで，実際の学習とは，この loss の値が
低くなるようにパラメータを調整していくものである．nan と
は Not a Number (非数) の意味で，浮動小数点演算で不正な計
算をした場合に発生する．例えば，0/0 や 0 × ∞ などの計算を
しようとすると，浮動小数点の値が nan になる．loss が nan に
なるということは，損失関数の値が非数になるということであ
り，学習をさせるための計算が途中でおかしくなっていること
を表す．だいたい無理な計算をしているときに loss が nan にな
ることが多いので，その学習はさっさと諦めたほうが良いだろ
う．なお，筆者がさらに試してみたところ，学習率を 3 倍にす
るだけでも nan になるという結果となった．

3.2.2 学習率 1/10 倍 (lr = 0.0001)
次に，学習率を 1/10 倍し，0.0001 としてみよう．この結果
が Figure 5 である．

の正答率は 30%前後で，学習率を 1/10 倍とした場合ではあま
り変わっていない．
そこで，学習率をこれ以上遅くすることに意味はないと判断
し，以後は元の学習率を 1/10 倍した，学習率 0.0001 を用いる
ことにした．

3.3

画像サイズの変更を試す

さて，128 × 128 は，やや大きなサイズである．もともと
CIFAR-10 では，32 × 32 の画像データを用いて学習をしてお
り，かなり小さな画像サイズで学習を行なっていた．人間には
32 × 32 で絵師を見分けることができなくても，もしかすると
ニューラルネットワークには見分けられるのかもしれない．そ
う思って，64 × 64 の画像データ，および，32 × 32 の画像デー
タを作成し，同じように学習させてみた．学習率は 0.0001 を
用いている．
Figure 6 が 64 × 64 の場合のグラフ，Figure 7 が 32 × 32 の場
合のグラフである．
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Figure 4: 128 × 128; lr = 0.0001
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Figure 6: 64 × 64; lr = 0.0001

学習率を 1/10 倍すると，トレーニングデータ上の正答率の
上がり方はやや遅くなるが，テストデータで 29%程度の正答率
となり，少し良い結果を返すようになった．

1
training
test

3.2.3 学習率 1/100 倍 (lr = 0.00001)

0.8

最後に，学習率を 1/100 倍し，0.00001 としてみよう．この
結果が Figure 5 である．
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Figure 7: 32 × 32; lr = 0.0001
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Figure 5: 128 × 128; lr = 0.00001
1/100 倍にした場合，さらにトレーニングデータの正答率の
上昇が小さくなっていることが分かる．しかし，テストデータ

どのデータも，最終的なデータは正答率 30%程度であり，あ
まり劇的に変わった感じがしない．32 × 32 のデータは，5000
イテレーションで正答率 40%近くを達成してはいるのが特徴的
ではある．どちらにせよ，劇的に良くなったり悪くなったりし
たわけではないので，以降のチューニングでさらによくなる可
能性を考えて，128 × 128 のままでいくこととした．

3.4
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crop によるデータの水増し

さて，現状のままでは過学習してしまい，上手く学習ができな
いことが示された．では，なぜ過学習してしまうのだろうか？
その大きな理由の一つに，入力データが足りないということ
がある．
そこで，学習データをなんとかして増やすことを考える．今
回は，128 × 128 の画像から 120 × 120 の画像を，入力として使
うたびにランダムに切り抜いて入力データとして学習する．元
の画像からデータが増えているわけではないので，あまり良い
結果が得られそうには思えないかもしれない．しかし，実のと
ころ，CIFAR-10 用のネットワークには，画像の平行移動に対
する不変性がない．画像をいくら平行移動しても絵師が変化す
るわけではないので，平行移動に対する不変性を獲得させるこ
とは，正答率の向上に寄与する．本当はネットワーク自身がそ
のような不変性を持っていれば良いのであろうが，ネットワー
クを大幅に変更するのはこの記事の範囲を超える．そこで，こ
こでは入力データでこのように水平・垂直移動した画像を作っ
てやることによって，無理矢理に平行移動に対する不変性を
ニューラルネットワークに学習させることにする．
このデータの水増しは，Caffe ではわずかに設定を変更するだ
けででき，非常に簡単である．変更の仕方は次のとおりである．
cifar10_quick_train_test.prototxt で，次の記述がある
ところが最初の方に二ヶ所存在するので，それを見つける．

transform_param {
mean_file: "examples/cifar10/mean.binaryproto"
}
一ヶ所目は，include: { phase: TRAIN } という記述があ
る方で，これを次のように変更する．

transform_param {
mean_file: "examples/cifar10/mean.binaryproto"
crop_size: 120 <-- ここを追加
mirror: true
<-- ここを追加
}
これは，画像を使うときに，元画像からランダムに 120 × 120
の画像を切り抜き，さらにランダムに画像を鏡像反転させて入
力とする，というものである．
二ヶ所目は，include: { phase: TEST } という記述があ
る方で，これはテストデータのために使うものである．トレー
ニングデータと画像のサイズを揃えなければならないので，こ
ちらも次のように変更する．

transform_param {
mean_file: "examples/cifar10/mean.binaryproto"
crop_size: 120 <-- ここを追加
}
なお，こちらは鏡像データは不要であるから，mirror: true
を記述する必要はない．
さて，これで学習を走らせてみよう．学習させた結果が Figure
8 である．Figure 4 と比べて，テストデータの正答率が 30%か
ら 38%へと向上し，トレーニングデータとテストデータの正答
率の乖離も小さくなり，過学習がやや抑えられていることが分
かる．

3.5 dropout による過学習の抑制
crop を入れることで過学習がやや抑えられたが，まだ過学習
が完全に抑えられたとは言えない．
過学習が起こる原因のもう一つは，ネットワークの能力が必
要な能力よりも高すぎて，実際に判別に必要になる特徴以上の
特徴を学習してしまうことである．そこで，ネットワークの能
力を少し落としてあげると，過学習がさらに抑えられることが
期待できる．
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Figure 8: 128 × 128; lr = 0.0001, crop
ネットワークの能力を少し落とす手法の一つが dropout [10,
11] である．これは，ネットワーク中の素子の出力の一部をラ
ンダムに使わないようにしてしまうというものである．
dropout を入れる位置であるが，[11] では最後の内積レイヤー
以外のすべての全ての内積レイヤーに dropout を入れているの
で，我々もそうしてみることとした．最後の内積レイヤーに入っ
ていないのは，最後の出力は output するクラスに直接繋がって
いるため，dropout できないためである．
quick ネットワークでは内積を取っている箇所は最後を含め
て 2 箇所ある．そこで，最後以外の内積レイヤーの後に dropout
を入れることにする．
cifar10_quick_train_test.prototxt の中で次のように
書かれている部分を探す．

layers {
name: "ip2"
type: INNER_PRODUCT
...
}
そして，その前に新しいレイヤーとして，次の記述を追加す
る．これによって，ip1 の出力が dropout される．

layers {
name: "drop1"
type: DROPOUT
bottom : "ip1"
top: "ip1"
dropout_param {
dropout_ratio: 0.5
}
}
さて，crop を加えてデータを水増しした上で，さらに dropout
を付け加えて実験を走らせてみよう．実験結果は Figure 9 のよ
うになり，Figure 8 に比べると，正答率が 40%から 45%へと上
昇した．特筆するべきは，このグラフはトレーニングデータの
正答率とテストデータの正答率にほとんど差がないことである．
つまり，この学習で過学習が起きていないことを示している．

3.6

stochastic max pooling による過学習の抑
制

もう一つネットワークの能力を落とす方法として，stochastic
max pooling (SMP) [13] という手法が知られている．dropout は
内積レイヤーに対して適用したが，SMP はプーリングレイヤー
に対して適用する．

なかったことを示している．ネットワークの能力を必要以上に
落としすぎてしまい，意味のある学習ができなかった可能性が
高い．
ちなみに，ログを見てみると，途中の loss が nan になってい
るところがあった．
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Figure 9: 128 × 128; lr = 0.0001, crop, dropout
プーリングレイヤーでは，そのレイヤーの素子への入力のう
ち，もっとも大きな入力を選んでその素子の出力とするという
ことを行なっている．SMP は，そのレイヤーの入力でもっと
も大きなものを選ぶのではなく，入力の大きさに応じて確率的
に入力を選んで出力とするものである．
もうすでに過学習は dropout によって抑えられているが，そこ
にさらに SMP を加えてみるとどうなるだろうか．これを試す
には，cifar10_quick_train_test.prototxt から，TYPE が
POOLING，pool が MAX になっている部分を探し，pooling_param
の pool を STOCHASTIC に変更する．

Iteration 1800, Testing net (#0)
Test net output #0: accuracy = 0.0714286
Test net output #1: loss = nan (* 1 = nan loss)
Iteration 1800, loss = 3.00403
Train net output #0: accuracy = 0.19
Train net output #1: loss = 3.00403
(* 1 = 3.00403 loss)
Iteration 1800, lr = 0.0001
loss が nan になった場合は，それ以降意味のある数値を得る
ことを期待できないことが多い．ほとんどの場合は学習を打ち
切って，学習率を変更したりネットワークの再構築したりする
必要がある．

4.

FULL ネットワークを使用した絵師判定

quick ネットワークを利用した学習では，crop と dropout を
入れたもの (Figure 9) がもっとも良い結果を得た．この知見を
使って，full ネットワークを使った場合でも学習をしてみよう．
ただし，学習率は今回はデフォルトのままにしてある．

4.1

full ネットワークでの結果

full ネットワークを 20000 イテレーションまで回した結果が
Figure 11 である．

layers {
bottom: "conv1"
top: "pool1"
name: "pool1"
type: POOLING
pooling_param {
pool: STOCHASTIC <-- ここを変更
kernel_size: 3
stride: 2
}
}
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実際に走らせてみた結果が Figure 10 である．

0
0

5000

10000

15000

20000

1
training
test

Figure 11: 128 × 128; lr = 0.0001, crop, dropout, full network
(20000)

0.8

Figure 11 を見ると，過学習していることが分かるが，正答率は
50%程度となり，quick ネットワークでの crop+dropout (Figure
9) よりわずかに良い結果を得た．
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Figure 10: 128 × 128; lr = 0.0001, crop, dropout, stochastic
Figure 10 をみると，まったくテストデータに対する正答率が
上がっていないことが分かる．つまり，このネットワークは，
テストデータに正解するために必要な学習を行なうことができ

学習率を変えた場合

full ネットワークは，実際はイテレーションを 70000 回まで
走らせる．デフォルトでは，60000 回までは同じ学習率で走ら
せるが，それ以降は学習率を下げて学習を走らせるということ
を行なう．そこで，我々もこの条件で最後まで学習を走らせて
みた．その結果が Figure 12 である．なお，この学習にはおよ
そ 24 時間かかった．
60000 イテレーションを境に，トレーニングデータおよびテ
ストデータの両方において，正答率が上昇していることが確認
できる．これは，学習率を小さくすることでより細部まで学習
できるようになった結果であろう．過学習しているものの，テ
ストデータにおいて，正答率 58%を得ることに成功した．
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うにすればもう少し精度の高い絵師判定ができるかもしれない．
次は，実際に判定することが難しい絵師判定を動かしてみた
い．まずは甘露樹とみつみ美里を見分けるところから始め，最
終的にはこぶいちとむりりんの判定をコンピュータでできれば，
この分野に金字塔を立てることができるものと信じる．
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Figure 12: 128 × 128; lr = 0.0001, crop, dropout, full network

4.3 full ネットワークでの SMP の利用
full ネットワークは quick ネットワークよりネットワークが 1
層多いため，ネットワークの表現力が強く，crop および dropout
を入れてもまだ過学習している．となると，SMP が full ネッ
トワークでは有効かもしれない．
quick ネットワークと同様に，full ネットワークでも SMP を
入れて走らせてみよう．走らせた結果が Figure 13 である．
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Figure 13: 128 × 128; lr = 0.0001, crop, dropout, stochastic, full
network
残念ながら，SMP はあまり有効ではなかったようである．た
だ，quick ネットワークと異なり，こちらでは loss が nan になっ
てしまうことはなかった．

5. 結論と課題
本記事では，40 絵師判定を，Caffe で行なう際の初心者的パ
ラメータチューニングの方法を示した．これだけですぐに深層
学習に関するネットワークが構築できるとは思わないが，それ
でも最初の一歩を示すことには成功したのではないかと思う．
ぜひ，Caffe での学習を試してみてほしい．すごく易しくて
誰でも使えるというわけではないが，ある程度の素養があれば，
最初の一歩程度は踏み出せるはずである．そこから我々の知ら
ぬ高みへ登っていくものがでることを願ってやまない．
本記事で行なった実験には，時間と技術の関係から採用を見
送ったものもある．例えば，入力画像を生成するときに，画像
の真ん中を切り取るようにしていたが，顔が端にしかないよう
な画像は，これによって顔が切り取られてしまう可能性がある．
もし，まずアニメ顔の検出を行ない，そこを用いて学習できるよ
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Caffe, Shinku, and Pancake
Caffe と真紅とホットケーキ
Yuuma Kanoue

Arashiyamasou, Kazatsugahama, Japan

ABSTRACT
真紅かわいいはアレセイア．
本記事では真紅をなでなでもふもふすべく，Caffe の CIFAR10 向けニューラルネットワークのサンプルを用いて真紅判別
器を構成し，テストデータに対して 85% の正答率を出す成果
を得た．また，学習によって得られたモデルが画像のどの部分
を元に真紅を判別したかを調べ，顔や髪，服など，人間が真紅
を判別する際に利用する部分とほぼ同じ部分を見ているという
結果を得た．

ちらを指すのか分からない場合もある．
したがって，ツイート本文に依らず，添付画像からデータの
分類を行なう方法が不可欠である．
真紅かわいいはアレセイア [1] であるので，我々人類の幸福
のために一枚でも多く真紅画像を収集・分類することは重要な
責務である．
本記事では，二階堂真紅と，それ以外の画像を判別するタスク
を，オープンソースの深層学習フレームワーク実装である Caffe
を用いて実行し，効率的に二階堂真紅かわいいする方法を摸索
する．

1. はじめに

2. 手法

pixiv に代表されるイラスト投稿に特化したソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス (SNS) の台頭や，Twitter の画像アップ
ロード対応により，インターネット上でアクセス可能な画像は
日々増大している．
その一方で Twitter が公式に画像アップロードに対応する前
に良く利用されていた Twitpic の唐突な shutdown 告知が記憶に
新しい．Twitpic に投稿される画像はラフ画なども多く，Twitpic
以外にはアップロードしていない場合も多いため，Twitpic が
消滅した場合は永遠に失われる可能性も高い．現在 Twitpic は
データの消失自体は免れたものの，今後も同様の事態が発生す
る可能性はあり予断は許されない状況だ．
したがって，我々自らサービスの終了に備え Twitter および連
携サービスの画像を保存しておく必要がある．近年では特に，
「深夜の真剣お絵描き 60 分一本勝負」に代表されるお絵描き企
画により毎日大量の画像が投稿されており，これらの企画に参
加する絵師のウォッチは必要不可欠であるといえる．
その反面，特に Twitter においては，かわいい mofu-ability が
高いイラストと，悪質な飯テロリズム画像などの閲覧すること
でダメージを受ける可能性がある画像が同一のアカウントに
よって投稿されており，これらを非知性ソフトウェアにより分
類することで，人間がダメージを受けることなく分類できる必
要がある．
また，作者自身または閲覧者によるタグ付けが行なわれて，
ある程度のメタデータが充実している pixiv とは異なり，Twitter
においては，
「描いた」
「かわいい」
「あぁ＾〜」など，ツイート
から読みとれる情報が無く分類が不可能な物も多く，二階堂真
紅と，ローゼンメイデンの真紅のように，「真紅」だけではど
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personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
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permission and/or a fee.
SIG2D ’14 Atami, Japan
Copyright 2014 SIG2D ...Y100.

2.1

データセットの用意

データセットとして，美少女 PC ゲームである「いろとりど
りのセカイ」[5] と，そのファンディスクである「いろとりど
りのヒカリ」[6] を用いる．これらのゲームデータよりイベン
ト画像を 検閲されました な方法で抽出することで，キャラク
ターごとに分類が完了しているデータセットが得られる．一部
のイベント絵には複数のキャラクターが含まれるため，これを
目視により除外した．なお，表情や，ある種の業が深い行為に
よって発生する差分については，元々の真紅画像が希少な事を
鑑みデータセットには含めることとした．
また，いろとりどりのセカイには複数の絵師がそれぞれ別々
のキャラクターを担当しているため，キャラクターごとにラベ
ルを付けた場合，真紅判定ではなく絵師判定になる可能性があ
る．したがって真紅とそれ以外のキャラクターの 2 ラベルと
した．
これらの画像をトレーニングデータとテストデータに分ける．
全ての画像をランダムにトレーニングデータとテストデータに
分けても良いが，前述の通り，表情差分などが含まれるため，こ
れらがトレーニングデータとテストデータ双方に入った場合，
テストデータが未知入力として役に立たない事が危惧される．
そこで，やや乱暴ではあるが，いろとりどりのセカイの画像を
トレーニングデータとし，いろとりどりのヒカリで追加された
画像をテストデータとすることにした．
以上の方法により，トレーニングデータとテストデータとし
て，それぞれ 600 枚程度の画像を得た．学習させるには，デー
タ数がやややー (CV: 桐谷華) [2] 少ないが，Caffe でちょっと遊
んでみる程度であれば十分だろう．

2.2

ニューラルネットワークの準備

今回は Caffe に付属する CIFAR-10 用のニューラルネット
ワークのサンプルを利用した．CIFAR-10 については既にかし
こいかわいい葉月ちゃんが解説しているため，ロリコンの方々
はそちらを参照していただくこととし，ここでは説明を省く．
まず CIFAR-10 のニューラルネットワークを目的に合わせて
改変する．今回の学習では，
「真紅」と「それ以外」の 2 ラベルが

23

必要なため，quick ネットワーク examples/cifar10/cifar10_
quick_train_test.prototxt の ip2 レイヤーの num_output
を 10 から 2 に変更する．同様に，full ネットワーク examples/
cifar10/cifar10_full_train_test.prototxt の ip1 レイ
ヤーを変更する．なお，今回はラベル数を減らしているため，
この変更を行なわない場合でも一応動作するようだ．
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2.3

1

データセットの加工とデータベース作成

CIFAR-10 のネットワークは，デフォルトでは 32 × 32 の画像
に対して学習を行なうため，用意した画像を 32 × 32 にリサイ
ズする．リサイズの際に画像のアスペクト比を保つため，横長
や縦長の画像は中央を残して両端を切り詰めている．こうして
得られた画像に対して，真紅かそれ以外を表わすラベルを付け
た上で LevelDB に格納する．なお，LevelDB に格納する際は，
特定のラベルを持つ教師データが固まるのを防ぐため，一度全
ての画像リストを読み込んだ後順序をシャッフルしている．
最後に，前記事同様 mean.binaryproto の作成を行なえば準
備は完了である．
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Figure 1: quick ネットワークの場合のイテレーション回数と正
答率の関係

3. 学習結果

1
train
test
0.9
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0.7

Accuracy

ネットワークと教師入力，テストデータができたので，実際
に学習をさせてみよう．
まずは，quick ネットワークを利用して学習の様子を見てみ
ることにする．Caffe の examples/cifar10 ディレクトリの中
にある train_quick.sh を，Caffe をビルドしたディレクトリ
から実行することで学習させることができる．
train_quick.sh は，最大イテレーション数の 4/5 イテレー
ションまでは，学習率 (learning rate; base_lr) を 0.001 として
学習し，残りのイテレーションは，学習率を最初の 1/10 の値
0.0001 に落として学習を行なっている．
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$ cd ~/caffe
$ ./examples/cifar10/train_quick.sh 2>&1 | \
tee -a train_quick.`date +%s`.log

0.2

0.1
0

学習には時間がかかるため，screen や tmux の中で実行する
か，nohup や disown を使って，ログアウトでプロセスが死なな
いようにしておくとよい．
各イテレーションごとの正答率をトレーニングデータとテス
トデータについてプロットしたものが，Figure 1 である．トレー
ニングデータに対する正答率は急速に上昇し，100 イテレーショ
ン以降は 1 になっている．このような挙動を示す原因として，
トレーニングデータが少ないことが挙げられる．一方，テスト
データに対する正答率も 100 イテレーション以降は 0.8 程度で
安定しており，やや怪しいものの，どうやら学習していそうと
いうことが分かる．
どうやら学習しているらしいということで，パラメータなど
は特に変更せずに full ネットワークによる学習を行なった物が
Figure 2 である．full ネットワークの場合も同様にトレーニン
グデータに対する正答率は急速に上昇し，400 イテレーション
以降は 1 になっており，テストデータに対する正答率の 0.85 程
度で安定していることがわかる．
以上の学習によって得られたモデルを利用して，実際に未知
の二次元画像に対して真紅 / 非真紅推定を行なう．
試しに，手元にあった数枚程度の画像を前記事で紹介された
判別器に投入してみた結果が Figure 3 である．
左上端にある画像 2 枚が真紅で，それ以外は真紅以外のキャ
ラクターの絵となっている．真紅画像は，それぞれ 97%, 99%
真紅と判定されている一方で，いくつかの真紅ではないキャラ
クターの画像も真紅と判定されていることがわかる．
どうやら真紅画像を真紅と判定できているようだが，この
ネットワークが画像のどの部分を見て真紅判定しているのか興
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Figure 2: full ネットワークの場合のイテレーション回数と正答
率の関係

味深い．そこで，真紅判定された画像を 8 × 8 のサブブロックに
分割した上でそれぞれのサブブロックを隠した画像を判別器に
投入し，その中でスコアが高い部分を濃く図示した物が Figure
1 と⃝
2 については，おおよそ真紅
4 にある．真紅判定された ⃝
1
の顔部分のシグナル強度が大きいことが分かる．また，特に ⃝
の場合は，顔から服にかけてのシグナル強度が強く，どうやら
真紅の服についても真紅の特徴として抽出されているらしいこ
3 の場合，二人のキャ
とが分かる．一方真紅と誤判定された ⃝
ラクターにまたがってシグナル強度が大きくなっていることが
わかる．誤判定された他の画像の場合も複数のキャラクターが
含まれているためか，特徴の抽出がうまくいっていないことが
示唆される．
次に，日本最大級のタグ付き二次元画像データベース pixiv
から「二階堂真紅」のタグが付いた画像を取得した．取得した
画像の中には，複数の画像にまとめてタグが付いているものや，
漫画，告知絵やトレース画像なども含まれていたため，これら
を手動で除去し，最終的には 246 枚の画像を得た．これらの画
像に対して判別器にかけ，真紅スコアが 0.9 を越えた物のみを
抽出したところ 149 枚 (61%) となった．

4. 結論と今後の課題
本記事では，Caffe の CIFAR-10 用のニューラルネットワー

Figure 3: aqwiz 氏の pixiv 上の画像 [3] を分類器にかけた例
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十分なデータを用意することができれば，より精度の向上が
期待されるため，今後はデータセットを増やして実験を行ない
たい．データセットを増やすためによく行なわれるのが，画像
の一部をランダムに切り抜くことで，大量の画像を用意する方
法である．また，今回は時間の都合上利用しなかったが，元の
ゲームデータにはイベント絵の他に立ち絵もあるため，これを
ランダムな位置で背景と合成するなどして水増しして利用する
方法も考えられる．
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記事中で画像を使用することを快諾してくださった aqwiz さ
ん [4]，二階堂真紅を生み出してくださった FAVORITE のみな
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紅さんに改めて感謝申し上げます．
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Figure 4: 真紅判定された画像の元画像と強度マップ
1 ⃝
2 が真紅画像，⃝
3 が実際には真紅画像ではないにも関わら
⃝
ず真紅と誤判定された画像

クを用いた真紅判定を行ない，テストデータに対しては正答率
85% を得ることに成功した．
学習したデータを用いて pixiv から取得した「二階堂真紅」タ
グが付いた二次創作画像の真紅判別を行なったところ，61% が
真紅と判定されるという結果を得た．学習結果としては十分に
高い数値とは言えないものの，判定対象の画像の中には雪々コ
スプレをした真紅など，人間がサムネイルを見た場合でも判定
が難しい物も含まれているため，そこまで悪い数値というわけ
ではない．
また，真紅と判定された真紅画像に対して，スコアが高い部
分を調べたところ，真紅の顔や髪，服といった部分のスコアが
高いことが分かった．実際，我々人間が真紅を認識する際も，
顔や髪型1 ，服装2 などを元に判別しているとみられることから，
CIFAR-10 用のネットワークによる学習の場合も，うまく真紅
の特徴を抽出できていると期待される．
本記事で行なった実験では，トレーニングデータに対する正
答率がイテレーション回数が増えるにつれ急速に 1 に近づく振
舞いを見せるなど，学習元のデータが十分でなかったことが示
唆されている．
1 金髪ツーサイドアップ真紅かわいい
2 真紅ちゃんの白衣になりたい
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Building DAME-perfect-pitch system in a day
1 日で作るダメ絶対音感システム
Asuna

Log House, 22F

ABSTRACT

• 2 章では，実験用のシステムについて，その実装方針およ
び詳細について解説する．

本稿では，既存のライブラリをベースとしたダメ絶対音感を助
けるシステムを提案する．またそのシステムに対して簡単な実
験を行ない，その性能と将来の可能性を示す．最終的に，5 話
者の分類タスクにおいて，テストデータで約 51% の正答率で
あった．
本稿は，一切音声認識および話者認識に関する知識を持って
いなかった著者が，締め切り間際になってポッと出のアイディア
を 1 日で実装してみた試行錯誤の結果をまとめたものである．

1. はじめに
ダメ絶対音感とは．ニコニコ大百科 [4] によると:
アニメや CM，洋画の吹き替えなどの声から瞬
時に誰の声かを判断することができるという，生き
ていく上で特に必要のない能力のことをいう．ちな
みに，この能力を持っていても特に役に立つ訳でも
なく，一つ間違えれば他人に迷惑をかけることにな
りかねないので注意が必要である．
この「音声から誰の声かを認識する」という分野は話者認識
(Speaker recognition) と呼ばれ古くから研究されており，筆者の
調べた限り 40 年以上の歴史がある [6]．
話者認識の応用範囲は広い．たとえば話者照合 (Speaker verification) または話者認証 (Speaker authentication) と呼ばれる「話
している人が主張している当人か否か」を判断する分野がある．
一方，今回の「話者が誰かを特定する」というタスクは，話者
識別 (Speaker identification) と呼ばれる [5]．これらはたとえば
現実世界でのセキュリティ等に活用されている．
また音声の分析，という点で近い分野に音声認識 (Voice recognition) というものがある．こちらは話者を特定せず「何と言っ
ているか」を認識する技術である．特にここ最近では，特にス
マートフォンのアプリケーションとしてその適応分野を拡大し
ており，徐々に身近な生活の一部でも見受けられるようになり
つつある．
今回は，この歴史ある分野の応用の一部として，生きていく
上で特に必要のないシステムを，1 日と言う限られた時間で構
築し，また実際に簡単な実験を行なってみた．
本稿の構成は以下のとおりである．

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for
personal or classroom use is granted without fee provided that copies are
not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies
bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, to
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific
permission and/or a fee.
SIG2D ’14 Atami, Japan
Copyright 2014 SIG2D ...Y100.

• 3 章では，予備実験，予備実験の考察およびシステムの修
正，そして本実験について解説する．
• 4 章は，本稿のまとめとなっている．

2. 実装準備
2.1

予備調査，および方針の決定

筆者は開始時点で，音声分析の知識を何も持っていなかった．
話者認識，という単語も知らなかったほどの素人である．その
ためまずこの分野の調査からはじめた．
開始当初，音声データから特徴量を取り出し，機械学習させ
る方針で考えていた．音声データのフーリエ変換は以前簡単な
実験をしたことがあり，これなら 1 日でも問題なく動かせると
踏んでいたためである．しかし，ちょっとした予備調査で，す
でに暗雲が立ち込めていた．特に，周波数帯を声の特徴量とし
て用いても，発話，声のトーン等を考えるとうまくいかず，ま
たそれ以上踏み込もうとすると必然的により複雑な知識と技術
を必要とするため，1 日という枠では時間が足りないことは明
白であった．
そこで方針を転換し，比較的簡単に使用可能なライブラリを
探すことにした．いろいろ探していくうちに Voiceid [3] という
ライブラリを発見した．このライブラリの特徴は以下のとおり
である．

• GPL の下で公開されている．
• バックエンドとして LIUM [2] というライブラリを使っ
ている．LIUM は Java で書かれたライブラリであるが，
Voiceid 自体は Python でかかれており，内部で何度も子
プロセスを起動して処理を行なっている．
• データベースの構築，話者認識用のコードを持つスクリ
プトを提供している．
まさにこの実験にはうってつけのライブラリであり，このラ
イブラリを使って実験を行なうこととした．

2.2

ライブラリのインストール

ここでは Voiceid のインストールについて解説する．Voiceid
は 2014 年 12 月現在 Google Code [1] で公開されている．以下
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のコマンドでダウンロードできる．

下のコマンドラインを実行する．

$ mkdir ${VOICEID_DIR}
$ cd ${VOICEID_DIR}
$ svn checkout \
http://voiceid.googlecode.com/svn/trunk/ \
voiceid-read-only
ここで，VOICEID_DIR は作業用ディレクトリである．またこ
のライブラリはいくつかの他のパッケージに依存している．以
下のパッケージをインストールした．

$ sudo apt-get install sox gstreamer-tools

$ cd ${VOICEID_DIR}/voiceid-read-only
$ scripts/vid \
-v \
-j share/LIUM_SpkDiarization-4.7.jar \
-u share/ubm.gmm \
-s ${SPEAKER_ID} \
-d ${DB_PATH} \
-g \
${WAVE_FILE_LIST}
ここで，SPEAKER_ID は各話者ごとの ID (文字列)，DB_PATH
はデータベースの保存先（ディレクトリ）
，WAVE_FILE_LIST は
教師データとなる学習用の音声ファイルリストである．
このコマンドを話者数分だけ発行する．データベースの構築
時間は音声ファイルの長さに依存するが，今回の実験では合計
数分であった．

Voiceid は通常，以下のコマンドでインストールする．

$ cd ${VOICEID_DIR}/voiceid-read-only
$ python setup.py install
しかし，今回は実験のためにいくつかの修正をライブラリに
加えたので，直接はインストールせず，PYTHONPATH を以下の
とおり設定した．

PYTHONPATH=${VOICEID_DIR}/voiceid-read-only/src
また，ライブラリが直接使用するファイルをコマンドライン
フラグで渡すことによって実行できるようにした．今回使うプ
ログラムは scripts/vid である．このファイルに以下のとお
りフラグを追加した．

parser.add_option(
"--sms", type="string", dest="sms")
parser.add_option(
"--gender", type="string", dest="gender")
parser.add_option(
"--s", type="string", dest="s")

2.4

話者識別の実装

データベースの構築同様，Voiceid による話者識別も非常に
簡単である．以下のコマンドラインを実行する．

$ cd ${VOICEID_DIR}/voiceid-read-only
$ scripts/vid \
-v \
-j share/LIUM_SpkDiarization-4.7.jar \
-u share/ubm.gmm \
-d ${DB_PATH} \
-k \
--s share/s.gmms \
--gender share/gender.gmms \
--sms share/sms.gmms \
-i ${TARGET_WAV}
ここで，DB_PATH は前述したデータベース構築の際に使った
ディレクトリ，TARGET_WAV は音声データを含むファイルへの
パスである．

これは parser.parse_args() の直前に追加する．これらの
フラグで得られた値は configuration に設定する．

3. 実験およびシステムの修正
3.1

if options.sms:
configuration.SMS_GMMS = options.sms
if options.gender:
configuration.GENDER_GMMS = options.gender
if options.s:
configuration.S_GMMS = options.s
これで，python setup.py install によってシステムにイ
ンストールせずに，scripts/vid が使用可能になる．

実験データ

今回は，1 つ約数秒である何度も聞きたくなるようなクセに
なる音声を女声 5 話者分，計およそ 20,000 件をテストデータ
として用いた．ノイズ等はほぼない．教師データはその中から
ランダムに選びだすこととした．
また実験結果の再現性および問題追跡のために乱数の種は
適当な値に固定した．Python でこの手の乱数を扱うときには
random.Random を用いるのが手軽である．

import random
rand = random.Random()
rand.seed(seed)
sample_list = rand.sample(population, k)

2.3

ここで，seed は任意の hash 可能なオブジェクト，population
は母集団となるシーケンス，k はサンプル数である．Random イ
ンスタンスを作っておくことで，他のモジュールからの影響を
極力避けることが可能である．

データベースの構築

Voiceid によるデータベースの構築は非常に簡単である．以
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3.2

予備実験

まず予備実験として，教師データをランダムサンプリング 30
件，テストデータ 700 件ほどで実験した．データベースの構築
はわずか数分で終了した．実験の結果，正答率 4%, 誤答率 25%,
エラー 71% であった．ここで，

更は${VOICEID_DIR}/src/voiceid/sr.py 内 280 行目あたり
である．

# 以下をコメントアウト
# if self.value>=thres and mean_distance > .49:
#
for spk in self.speakers:
#
if self.speakers[spk] == self.value:
#
_speaker = spk
#
break
# if distance > -1 and distance < .07:
#
_speaker = 'unknown'

• 正答とは，話者が識別され，かつその話者が正しかった
場合
• 誤答とは，話者が識別されたが，その話者が間違ってい
た場合
• エラーとは，そもそも話者の識別ができなかった場合

# 以下を追加
for spk in self.speakers:
if self.speakers[spk] == self.value:
_speaker = spk
break

である．明らかに失敗である．

3.3 Voiceid への修正
予備実験の結果を受けて，何点かシステムの改善を試みた．
それぞれ多分に ad-hoc な修正であるが，システムの精度上昇
に貢献している．

3.3.1 エラーケースの修正
まず着目すべきは非常に高いエラー率である．実験ログを見
てみると，

IOError: File xxxxxxxx_.flt.3.seg empty
というタイプのエラーメッセージとともに vid がクラッシュ
していた．ライブラリを見てみると，このファイルは speaker
segmentation の結果 (拡張子 .adj.3.seg) のファイルと，初期
に作られた Speech/Music/Silence segmentation(同 .pms.seg) の
ファイルを照らし合わせて，音声区間を取り出した結果である．
エラーケースの.pms.seg 中を見ると音声ではないと誤判定さ
れているケースが散見された．今回はそういったケースはテス
トデータでは存在しないので，得られた有音声区間をすべて声
として上書きすることとした。変更は以下のとおりである。

result = []
filename = filebasename + '.pms.seg'
with open(filename, 'r') as stream:
for line in stream:
prefix = line.rsplit(' ', 1)[0]
suffix = 'f0'
result.append(prefix + ' ' + suffix)
with open(filename, 'w') as stream:
for line in result:
print >>stream, line

3.3.3

3.3.4

次なる修正の対象は unknown と出力されているケースであ
る．unknown は，どの話者モデルにも十分近くならなかったり，
複数の話者モデルに近かった場合に出力される．Voiceid にお
ける話者識別では未知の話者 (データベース上に存在しない話
者) の会話が入力されることも考えられているようであり，曖
昧な場合は曖昧であると出力している．しかし，今回の用途で
は，未知の話者データは存在しない．また，特に今回のデータ
では複数の話者に非常に似ていると判定されるケースが数多く
見受けられた．そこで，たとえ他に似通った話者がいたとして
も，もっとも確率の高い話者を必ず出力するよう変更した．変

Gender 判定の無効化

本稿で行なった最後の修正は，「女声テストデータが誤って
男声と判定されるケース」対策である．今回，上記の修正によ
り話者モデルはすべて女声になっているため，男声と判定され
ると必ず該当話者なしとなってしまう．そこで，強制的にすべ
ての話者が女声となるよう変更を加えた．
この Gender の情報を含んでいるのは.g.3.seg の拡張子を持
つファイルである．${VOICEID_DIR}/src/voiceid/fm.py 内，
.g.3.seg ファイルが生成された直後に以下の処理を加える．

result = []
filename = '%s.g.%s.seg' % (
filebasename, h_par)
with open(filename) as stream:
for line in stream:
if line.startswith(';;'):
result.append(line)
continue
line = line.split(' ')
line[4] = 'F'
result.append(' '.join(line))
with open(filename, 'w') as stream
for line in result:
print >>stream, line

このコードを，${VOICEID_DIR}/src/voiceid/fm.py の中
にある diarization() で.pms.seg が生成された直後に実行す
ることによって，結果を上書きできる．これにより多くのケー
スで話者認識ができるようになった．

3.3.2 Unknown の消去

教師データの追加

3 つ目の修正対象は，モデルデータである．誤判定のケース
をよく調べると，話者モデルが 1 モデルのみ男声扱いになって
いた．そのため，テストデータが男声と判断されると，常に特
定の話者と認識されていた．これは教師データを追加すること
で解決した．予備実験では 30 であった教師データを 200 とす
ることとした．

処理するファイルの ;; で始まる行はコメント行である．Gender 情報は 5 列目のデータが M(=Male) か F(=Female) かによっ
て判定されているので，ここをすべて F で上書きすることと
した．

3.4

本実験

さて，以上の修正を行なった時点で，ほぼ 1 日であった (実際
はシステム構築のほかに睡眠，食事，うまくいかなかった修正
の調査実験，および今回の実験で使用したマシンの OS のバー
ジョンアップ等を行なっていた)．まだ改善の余地は残ってい
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たが，ここで区切りをつけ本実験を開始した．その結果，全約
20,000 件のデータに対し，正答率 52%， 誤答率 20%， エラー
28%であった．
未だ高い割合でエラーとなっているが，その多くは，依然前
述の.flt.3.seg というファイルがうまく構築できていないこ
とに起因しているようである．今後まだ改善の余地を見込むこ
とができる．なお，エラーケースを除くと，正答率は約 72%で
あった．
今後の課題として，教師データを増やした場合，また，今回
は女声だけであったが男声も混ぜた場合等，さまざまなケース
で実験し，傾向の分析や精度の改善等を行なっていくことが考
えられる．

4. まとめ
本記事では，Voiceid を用い 1 日でダメ絶対音感システムの
調査および構築を試み，またそのシステムの簡単なテストを行
なった．結果，予備知識がないところからまともなシステムを
作るには，やはり 1 日では少々厳しい，ということがわかった．
当然最初からわかっていたことではある．
また得られた認識数値は，必ずしも高いものとは言えない．
特に約 1/4 のデータでエラーを起こしてしまっていることは検
証および修正が必要である．しかし，動くものを構築する，と
いう一点において，最初の一歩は踏み出せたと言ってもよいの
ではないかと思われる．
今後技術の発展とともに，より柔軟な，また精度の高いライ
ブラリ，システム，ツールが開発されていくと思われる．それ
にともなって，少しでも皆様のダメ絶対音感の助けになるよう
なものが，今後とも生み出されていくのではないだろうか．
読者の皆様にはこの記事を参考にして欲しい，とは言えるほ
どのシステムは残念ながら組み上げられなかったが，何かの刺
激になり，また興味を持つきっかけとなってくれれば幸いであ
る．本会議録の構成も，画像が 3 稿，音声が 1 稿であるように，
この界隈に限らず近年では画像処理の方が活発に議論されてい
る傾向にあると思われる．是非音声処理もより一層の進展のた
めにさまざまな方々が興味を持ち，また実際に実験に着手して
みられることを，筆者としては切に願う．
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