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アウトライン

•ニューラルネットワークの作成，学習，利用を
行う一連の手順を学ぶ

•学習では検証も行う

① 訓練データを用いた学習

② 検証データを用いた検証

→ 学習不足や過学習についての確認
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https://colab.research.google.com/drive/18Nf9FPFhOvx8_V30z8PdBD2kcyD
ap8b7?usp=sharing



6.1 分類を行う
ニューラルネットワーク
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層が直列になっているニューラルネット
ワーク
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入力データ 出力データ

データは入力から出力の方向へ

ユニット ユニット



３種類の中から１つに分類する場合
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入力データ 出力データ

0または 1
または 2



３種類の中から１つに分類する場合
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入力データ 出力データ

データは入力から出力の方向へ

ユニット

最終層
ユニット数：３

ニューラルネットワークの
最終層以外の部分
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入力データ 出力データ

データは入力から出力の方向へ

ユニット

最終層
ユニット数：３

ニューラルネットワークの
最終層以外の部分

最終層について，１つが強く
活性化するように調整
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入力データ 出力データ

データは入力から出力の方向へ

ユニット

最終層
ユニット数：３

ニューラルネットワークの
最終層以外の部分

最終層について，１つが強く
活性化するように調整

出力は 0
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入力データ 出力データ

データは入力から出力の方向へ

ユニット

最終層
ユニット数：３

ニューラルネットワークの
最終層以外の部分

最終層について，１つが強く
活性化するように調整

出力は 1



10

入力データ 出力データ

データは入力から出力の方向へ

ユニット

最終層
ユニット数：３

ニューラルネットワークの
最終層以外の部分

最終層について，１つが強く
活性化するように調整

出力は 2



分類を行うニューラルネットワーク

３種類に分類したい場合

→ 最終層のユニット数：３ にする
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入力データ 出力データ

データは入力から出力の方向へ

ユニット

最終層
ユニット数：３

ニューラルネットワークの
最終層以外の部分



画像と画素
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画素は，白と黒の2種類しかないとする

白は 0 黒は 1とする

画像のサイズが 2 × 2のとき

[0, 0, 0, 0]

[0, 1, 0, 0]

[0, 0, 1, 0]

[1, 1, 1, 1]



分類の例
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[0, 1, 0, 1] [1, 0, 1, 0] 1

[1, 1, 0, 0] [0, 0, 1, 1] 2

その他 0

分類結果①縦

②横

③それ以外



分類を行うニューラルネットワーク

•入力： 4個の数値のまとまり

•出力： 3種類の中から 1つに分類
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入力データ
4個の数字
のまとまり
[0, 0, 0, 0]
など

出力データ

データは入力から出力の方向へ

ユニット

最終層
ユニット数：３

ニューラルネットワークの
最終層以外の部分



6.2 ニューラルネットワーク
の作成
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作成するニューラルネットワーク

•１層目：ユニット数 64,種類は relu

•２層目：ユニット数 3,種類は softmax
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入力データ
4個の数字
のまとまり

出力データ
0, 1, 2
それぞれの確率

ユニット ユニット

ユニット数: 64
種類: relu

ユニット数: 3
種類: softmax

全体で 2層



ニューラルネットワーク作成のプログラム例
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import tensorflow as tf

def create_model():
return m = tf.keras.models.Sequential([

tf.keras.layers.Dense(units=64, input_dim=4, activation='relu'),
tf.keras.layers.Dense(units=3, activation='softmax')

])

１層目のユニット数は 64
種類は relu

２層目のユニット数は 3
種類は softmax

入力データは 4個の数字

ニューラルネットワークの作成では，次を設定する

• 入力データでの数値の個数

• ユニットの数（層ごと）

• ユニットの種類（層ごと）

プログラムを使用し，

ニューラルネットワークを作成



6.3 ニューラルネットワーク
の学習
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学習のための準備

•ニューラルネットワークの作成

•訓練データ （学習用）

•検証データ （検証用）
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分類の例
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[0, 1, 0, 1] [1, 0, 1, 0] 1

[1, 1, 0, 0] [0, 0, 1, 1] 2

その他 0

分類結果①縦

②横

③それ以外



訓練データの例
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[[0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 1],
[0, 0, 1, 0],
[0, 0, 1, 1],
[0, 1, 0, 0],
[0, 1, 0, 1],
[0, 1, 1, 0],
[0, 1, 1, 1],
[1, 0, 0, 0],
[1, 0, 0, 1],
[1, 0, 1, 0],
[1, 0, 1, 1],
[1, 1, 0, 0],
[1, 1, 0, 1],
[1, 1, 1, 1]]

[0, 
0, 
0, 
2,
0,
1,
0,
0, 
0,
0,
1,
0,
2,
0,
0]

どういう入力のとき，どういう出力が出て欲しいか（正解）のデータセット

入力 出力

数値化した訓練データの例

1

2

0



検証データの例
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[[1, 1, 1, 0]] [0]

入力 出力

数値化した訓練データの例

0

• 検証データは，必ず，訓練データとは違うものを使用する

（訓練データを検証に使いまわすのは検証にならない）

• 訓練データによる学習により，訓練データではないデータ
でも分類できる能力（「汎化」という）を獲得

（訓練データが分類できれば OK ではない）



訓練データと検証データ

訓練データ： 学習に使用
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検証データ： 学習の結果を確認するためのもの．

訓練データとは違うものを使用する．

訓練データによる学習により，訓練データではないデータで
も分類できる能力（「汎化」という）を獲得



ニューラルネットワークの学習
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訓練データを使用

①訓練データにより，ニューラルネットを動作させる

②①の結果と，正解を照合し，誤差を得る

③ユニット間の結合の重みの上げ下げにより、誤差を減ら
す



学習の繰り返し
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• 同じ訓練データを繰り返し使用

訓練データを１回使っただけでは，学習不足の場合がある．

繰り返し使用することで，誤差をさらに減らす

１回
２回

３回 ４回

誤差の減少



学習の繰り返しを行うプログラム例
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訓練データの指定

検証データの指定

学習の繰り返し回数は 200



学習の繰り返しを行うプログラムの実行結果
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学習の繰り返しごとの
・訓練データでの損失 (loss)
・検証データでの損失 (val_loss)
などの変化を確認できる

同じ訓練データを用いた学習を繰り返し
ながら，検証データで検証



学習が終了したときの結合の重み
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１層目のユニットは６４個

２層目のユニットは３個

従って，結合は ６４×３ の
１９２個

結合の重みを表示した結果（抜粋）



6.4 ニューラルネットワーク
を用いた分類
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作成するニューラルネットワーク

•１層目：ユニット数 64,種類は relu

•２層目：ユニット数 3,種類は softmax
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入力データ
4個の数字
のまとまり

出力データ
0 または 1 または 2

ユニット ユニット

ユニット数: 64
種類: relu

ユニット数: 3
種類: softmax

全体で 2層



ニューラルネットワークによる分類
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m.predict( np.array([[1, 1, 1, 0]]) )

上の入力について分類を行うプログラム

実行結果

最終層の
ユニット 0
の活性度

最終層の
ユニット 1
の活性度

最終層の
ユニット 2
の活性度

最大

入力

[1, 1, 1, 0]
4 個の数値



6.5 学習曲線、学習不足、
過学習
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ニューラルネットワークの学習

•学習に必要なもの

①ニューラルネットワーク

②訓練データ（学習用）

③検証データ（検証用）

•同じ訓練データを使って学習を繰り返す

• 学習のたびに，訓練データでの誤差（正解とずれ
である損失），検証データでの誤差（正解とのず
れである損失）などを確認

33



学習曲線

学習の繰り返しでの，損失などの変化をプロットしたグラフ
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実線は，訓練データでの
損失の変化

点線は，検証データでの
損失の変化

訓練データと検証データでは，違う形になることに注意

学習の繰り返し



学習曲線から読み取れること
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学習の繰り返し最善

過学習学習不足

実線は，訓練データでの
損失の変化

点線は，検証データでの
損失の変化



過学習

検証データでの検証により，

訓練データの量不足，

学習の繰り返し過ぎ，

ニューラルネットワークの設定の良く無さ

など，さまざまな原因により，

「訓練データではうまくいっているのに，

検証データではうまくいっていない

（汎化ができていない）」

という現象が起きること
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学習曲線の有用性

•学習曲線は，学習不足や過学習についての確認，
検証を行うのに役に立つ
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過学習なし
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損失

学習の繰り返し回数

訓練データ

検証データ

高い

低い

学習の繰り返しとともに
損失が低下



過学習あり
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訓練データ

検証データ

学習の繰り返しに伴い，
訓練データでの損失は低下しても，
検証データでの損失が低下しない

学習の繰り返し回数

損失

高い

低い



学習曲線

学習の繰り返しでの，誤差などの変化をプロットし
たグラフ

40

実線は，訓練データでの
誤差の変化

点線は，検証データでの
誤差の変化

訓練データと検証データでは，違う形になることに注意

学習の繰り返し



6.5 学習のバリエーション
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GAN の自律動作マシンへの応用

• 人工知能を用いて，仮想世界を生成．

→ 訓練データの増量にも活用されている

（過学習の防止に有効なアプローチ）
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人工知能で生成された画像を，自動運転車の学習に利用
SurfelGAN: Synthesizing Realistic Sensor Data for Autonomous Driving
Zhenpei Yang, Yuning Chai, Dragomir Anguelov, Yin Zhou, Pei Sun, Dumitru Erhan, Sean Rafferty,
Henrik Kretzschmar

https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Yang%2C+Z
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Chai%2C+Y
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Anguelov%2C+D
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Zhou%2C+Y
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Sun%2C+P
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Erhan%2C+D
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Rafferty%2C+S
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Kretzschmar%2C+H


自己学習のニュース

• 機械学習を行う．

• 複数の人工知能が対戦を繰り返すなどにより，訓練データ
なしで学習を行う．（自力で強くなる）
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https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/07/alphazero-google-

deepmind-ai-beats-champion-program-teaching-itself-to-play-four-hoursより

AlphaZeroのニュース
人工知能は，４時間の学習により，それまでの最強のチェスの
コンピュータプログラムに勝利 (2017年)

人工知能 人工知能

対戦

https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/07/alphazero-google-deepmind-ai-beats-champion-program-teaching-itself-to-play-four-hours


自己学習のニュース

• 機械学習を行う．

• 人工知能がゲームのプレイを繰り返すなどにより，訓練
データなしで学習を行う．（自力で強くなる）

44https://openai.com/blog/dota-2/より

OpenAIのニュース
人工知能は，２週間の学習により，オンラインゲーム Dota 2 
で，人間のゲームチャンピョンに勝利．
「人工知能のプレイスタイルは，今後のゲームプレイの参考
になる」というような見解も (2017年)

https://openai.com/blog/dota-2/


自己学習のニュース

• 機械学習を行う．

• 人工知能がロボットを動かすことを多数繰り返し，学習を
行う．（自力で上達する）

45https://www.youtube.com/watch?v=Q9tDHuidzak より

Google による，ロボットを用いた自己学習のニュース
カメラ等を活用．ロボットハンドを動かして，物体を把持．
ロボットハンドの動かし方，つかむ強さを自己学習し，さまざ
まな種類・大きさ・形状・素材に応じた把持を学習．（2016年）

https://www.youtube.com/watch?v=Q9tDHuidzak


強化学習のイメージ

行動は複数 46

複数の行動から

１つを選択
成功

失敗

成功は報酬大、

失敗は報酬小として

学習を行う

失敗


