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⾃⼰紹介
~2013.3 博⼠(情報学)@京都⼤学
-机上作業を対象とした画像処理

~2018.3 助教@京都⼤学
-画像処理を利⽤した
料理ナビゲーション

2018.4~ OMRON SINIC X 株式会社
シニアリサーチャー
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2020.11~ 慶應義塾⼤学理⼯学研究科
特任講師（兼任）



OMRON SINIC X 



ATM

Factory automation Blood pressure at home

Automated gates 
machines

Power conditioner for solar systems

Auto-focus by face detection

“Let machines do what they can, then human should enjoy activities
in more creative field”

Kazuma Tateishi, the OMRON founder

Philosophy oriented research venture 
for near-future design and 
implementation



SINIC理論
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創業者の⽴⽯⼀真⽒が
1970年に構築した未来予測
理論

OMRON SINIC X 社はこれを
2.0, 3.0への更新を組織として
システム化することを
⽬指し，2018年に設⽴



機械学習の実社会利⽤の現状：MLOps

•機械学習を含むシステム開発と運⽤のフロー
• 従来の機械学習を含まないDevOps (開発+運⽤)をデータ駆動型のシステ
ムに拡張したもの．
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参考：https://qiita.com/noko_qii/items/d2c36b0b22ab0da6c759



従来の（一般の）システム開発イメージ

•ウォーターフォール型ソフトウェア開発/開発→運⽤

•アジャイル型ソフトウェア開発/開発→運⽤→開発→運⽤... = DevOps
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仕様策定 実装
ローンチ
(運用環境
へ投入）

運用チーム：安定稼働を目指す開発チーム：利便性向上を目指す

仕様
策定

実装
ロー
ンチ

運用チーム：安定稼働を目指す+新規ユーザ獲得開発チーム：利便性向上を目指す

ユーザフィードバック
（マーケティング）

仕様
策定

実装
ロー
ンチ

Next version

Next version ユーザフィードバック ...



DevOps: 開発/運用チームの目標を一致させる
•運用チームはユーザからのフィードバックを得て次の仕様策定
に貢献→開発チームは仕様に基づいて新機能を実装．
• ユーザ価値の最大化，という同一の目標に向かっている．

•機械学習が含まれるアプリケーションでのアジャイル的開発，
および，開発チームと運用チームの連携とは？→MLOps
• ユーザ価値の最大化，という同一の目標に向かう．
• ...とはいえ，現状ではユーザ価値＝学習モデルの精度，として語られ
ることが多い
→ そもそも技術的に未成熟でマーケティングによる識別対象の変化に
まで対応できていない = MLOpsはDevOpsレベルに至っていない？
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引⽤元: MIT Tech Review, Niall Firth,  2019/4/10
https://www.technologyreview.jp/nl/new-yorks-mass-face-recognition-trial-on-drivers-has-been-a-spectacular-failure/

機械学習モデルのアジャイル的開発
•課題：学習済みモデルが全然性能を発揮しない場合がある．

https://www.technologyreview.jp/nl/new-yorks-mass-face-recognition-trial-on-drivers-has-been-a-spectacular-failure/


深層学習はなぜ失敗するのか？
•学習環境とテスト環境（運⽤環境）の違い
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訓
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例: 撮影環境の違い



深層学習はなぜ失敗するのか？
•学習環境とテスト環境（運⽤環境）の違い
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訓
練
デ
ー
タ

テ
ス
ト
デ
ー
タ

例: 条件の違い(時間，天候)



深層学習はなぜ失敗するのか？
•学習環境とテスト環境（運⽤環境）の違い
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訓
練
デ
ー
タ

テ
ス
ト
デ
ー
タ

例: 推定対象の分布傾向の違い



そもそもデータセットとは？
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訓練データ

𝑝! (神のみぞ知る分布)

𝑥

観測

テストデータ

観測

←観測値 𝑥は真の分布 𝑝𝑥から抽出される

⼀般的な機械学習における仮定では，
訓練データとテストデータは同じ分布から
ランダムに抽出される．



実⽤上の問題
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訓練データ

𝑝! (神のみぞ知る分布)

𝑥

観測

テストデータ

観測

実⽤においては，訓練データと
異なる分布から抽出されているときが多い．

𝑥

𝑝! (神のみぞ知る分布)

ドメイン(定義域)シフト
訓練データ

テストデータ

顔認識の例では，テストデータは⾞のフロントガラス越しに撮影されていた．



現状のMLOps
•前提：アノテーションデータを作るのが目標精度達成の近道（事実）

• アノテーションデータの管理コストを下げよう！
• 学習済みモデルの整理・精度比較のコストを下げよう！

•必要投資額≒アノテーションコスト
• 識別対象の⾒直しをするには「膨⼤な投資」が不可⽋
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近未来のMLOps（私的予想）
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•理想：少数データで初期の目標精度を達成，継続学習
• 常に識別対象の⾒直しをしながらアノテーションを増やす(真のMLOps)
• 必要最小限のアノテーションで目標精度に到達(必要投資額↓ ↓ ↓)



アノテーションコストを削減する諸技術
•ドメイン適応（Domain Adaptation）

• ドメインシフトの問題を低コストで解決する技術
• 代表例：教師なしドメイン適応(UDA)

•ドメイン汎化（Domain Generalization）
• ドメインシフトの影響を受けにくいモデルを学習する技術

•少数事例学習(Few-shot Learning) / 能動学習(Active Learning)
• 少数のアノテーションデータによる⼤幅な精度向上を⽬指す．

→これらを併⽤したBest Practiceの構築が鍵になる？
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教師なしドメイン適応
Unsupervised Domain Adaptation: UDA
•テスト環境のラベルなしデータを元に，テスト環境へモデルを
適応させる技術
•問題設定:

• 訓練データは「Source Domain」と「Target Domain」の2種類
• Source Domain Data 𝒟! = {𝒳! , 𝒴!}
• Target Domain Data  𝒟" = 𝒳" (𝒴"は利⽤不可能)

• ⽬標: 関数 𝑓:𝒳! → 𝒴!を推定する．

• 2015年以降，⼤量の研究発表があった．

2020/11/20 名古屋⼤学知能システムB1 18



2020/11/20 名古屋⼤学知能システムB1 19

GitHubのまとめリポジトリ
https://github.com/zhaoxin94/awesome-domain-adaptation

https://github.com/zhaoxin94/awesome-domain-adaptation


UDAの理論的説明
• UDAの誤差の上界について理論的に説明．

• 誤差の上界を⼩さくすることで，実際の性能を上げるよう学習
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Ben-David,A theory of learning from different domains, 2009

ラベル割当に関するhypothesis hの中で，
神のみぞ知る理想的なhypothesisをideal joint hypothesis h*とする
(𝜖はhの元での誤差，ただし三⾓不等式を満たす)

理想的なhypothesisの元での
2ドメインでの誤差

（不可避の誤差で定数扱い）

Source/Targetの
周辺確率分布の相違

source domain
での予測誤差

Target domainでの誤差≦ Source Domainでの誤差+分布のズレ+定数



source domain
での予測誤差
最⼩化

UDAの実践的説明
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𝑧

𝑥!

𝑥$
特徴抽出器

𝐸

𝑦 = 1: Source Domain

𝑦 = 0: Target Domain
𝑑

訓練データ

𝑝#" (神のみぞ知る分布)
観測 ランダム抽出

訓練データ

𝑝## (神のみぞ知る分布)

𝑥$

観測

𝑥%

鑑別器
𝐷

𝑦推定器
𝑀

𝑀はSource domain
のみで学習

Adversarial Discriminative Domain Adaptation (ADDA),
Tzeng+, CVPR2015

so
ur

ce
ta

rg
et

敵対的学習で
分布が⼀致した
特徴量に射影

理想的なhypothesisの元での
2ドメインでの誤差



敵対的学習 = 分布マッチング
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出
現
頻
度

𝑥の値（実際は多次元)

訓練データ𝑥の分布 𝑝! （真作の分布）
⽣成器の出⼒ (𝑥の分布（贋作の分布）

𝑥"

𝑃(𝑥!|真作)

𝑃(𝑥!|贋作)

• 鑑別器は点𝑥)において，
𝑃(𝑥) 真作 と𝑃(𝑥)|贋作)の頻度の違いを学習する

• ⽣成器は点𝑥)において，
𝑃(𝑥) 真作 = 𝑃(𝑥)|贋作)となるように学習する

𝑧 *𝑥

𝑥

⽣成器 𝐺

鑑別器 𝐷
𝑦 = 1: 真作(real)

𝑦 = 0: 贋作(fake)
𝑦

訓練データ

𝑝# (正規分布等)

𝑧

𝑝$ (神のみぞ知る分布)

𝑥

観測
ランダム抽出

ランダム抽出



UDAの主要な3アプローチ
1. Domain Conversion

• source→targetと変換する関数を学習し，⼊⼒xのドメインを⼀致させる
2. Distribution Matching, Cluster Alignment

• source/targetの特徴量zの分布を⼀致させる．
3. Pseudo Labeling / Entropy Minimization

• source/target間の推定結果 yの分布を⼀致させる．
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つまり， のどこかで分布を⼀致させる𝑧𝑥 特徴抽出器
𝐸

𝑦推定器
𝑀



実⽤上，UDAは必要か？
Semi-supervised DAで⼗分では？
• UDAはある種の縛りプレイ

• Target Domainのサンプルにラベルをつけてはいけないという法律はない．

• UDAをSemi-supervised DAに変更することは簡単．
• ラベル付きのtarget domain sampleをsource domainの⼀部として加えれば，2
つのドメインの分布は近くなるので精度は向上するはず．

•おそらく，どのUDA⼿法をベースにするかの⽅が精度に⼤きく影響
→各UDA⼿法が対処可能な問題の性質を知ることが重要！
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UDAで研究されている問題設定
1. 単純なカテゴリ識別
2. 物体検出
3. 画素分類（領域分割）
4. 回帰問題（画素単位を含む）
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•カテゴリシフト（次⾴で説明）
•事前分布シフト
•ソースデータへのアクセス可否
•ラベルノイズ
• ...

UDAの研究は画像処理が題材にされることが多い
→不要な背景情報が多く含まれていてドメインシフトしやすい？



カテゴリシフト • Closed Set DA 
• カテゴリシフトなし

• ParZal DA 
• source privateなカテゴリ(target 

domainでは現れないカテゴリ)が
ある．

• Open Set DA
• target privateなカテゴリがある
• unknownクラスとして識別

• Universal DA 
• source privateとtarget privateの
両⽅が存在する設定
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You+,``Universal Domain Adaptation‘‘, CVPR2019



Qing Yu1,2, Atsushi Hashimoto2, Yoshitaka Ushiku2

(1The University of Tokyo, 2OMRON SINIC X)

Divergence Optimization for 
Noisy Universal Domain Adaptation



Our Setting for Noisy Universal Domain Adaptation (UniDA)

28



Related Works
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Method Noisy labels Source private Target private
DANN [Ganin+, ICML 15] ✖ ✖ ✖

TCL [Shu+, AAAI 19] ✔ ✖ ✖
ETN [Cao+, CVPR 19] ✖ ✔ ✖
STA [Liu+, CVPR 19] ✖ ✖ ✔

UAN [You+, CVPR 19] ✖ ✔ ✔
DANCE [Saito+, NeurIPS 20] ✖ ✔ ✔

Ours ✔ ✔ ✔



Overall Concept

30

CNN-1

Noisy dataset

CNN-2

Different 
parameters

distinct views of 
each sample 



Overall Concept
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CNN-1

CNN-2

Different 
parameters

Dog

Divergence

Dog

Cat

1.0

0.0

Dog

Cat

1.0

0.0

Entropy

Entropy

Cross Entropy



Overall Concept

32

CNN-1

CNN-2

Different 
parameters

Dog

Divergence

Dog

Cat

0.8

0.2

Dog

Cat

0.5

0.5

Entropy

Entropy

Cross Entropy



Our Setting for Noisy UniDA

33
Noisy data

Also Noisy data



Experiments on Toy Data
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Source samples

Target samples

Classifier-1 for 
Classifier-2 for 
Area of 
Area of 
Area of 
Area having 
large divergence 



Experiments on Benchmarks

• Dataset (Source private/Common/Target private):
• Office (10/10/11)
• Office-Home (5/10/50)
• Visda (3/6/3)

• Training source data:
• Label noise: pairflip (P), symmetry (S)
• Nosie Level: 20%, 45%
-> P20, P45, S20, S45
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Results

• Test Accuracy (Common classes + target private class)

->State-of-the-art performance in most tasks
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その他のUDAに関するキーワード
• MCD: Maximum Classifier Discrepancy (CVPR2019)

• 鑑別器の代わりに複数の識別器を利用する手法
• 先程紹介した手法の元になっているもの．

• CAG: Category Anchor-Guided UDA (NeurIPS2019)
• サンプル数が少ないマイナークラスも扱えるUDA．
• Semanhc SegmentahonのUDAなどによく利⽤される．

• Source-free Universal DA (CVPR2020)
• ソースドメインの学習データは利用できないが，pre-trainモデルは利⽤
できる状況でのUniversal DA．2021年度以降，亜種が増加しそう？

• Regressive UDA with target shid (ECCV2020, ours)
• 回帰問題で，かつ，事前分布シフトがある状況でのUDA．
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UDAのまとめ
•実⽤上はsemi-supervised DAでも良いが，より純粋にドメイン適応能
⼒を評価するための問題設定である．
• カテゴリ識別，物体検出，領域分割，回帰など様々なタスク

•敵対的学習を⽤いる⽅法は理想的な環境でしか動かないため，より
実⽤的な⼿法の構築を⽬指して発展中．
• Universal Domain Adaptahon ← 2019年に登場，徐々に研究が増えている

• Source-free UniDA (2020)，Noisy UniDA (2021)

• UDA for Regression under target shij (2020) ←ほぼ後続研究がないが回帰問題
に対する数少ないUDAの事例
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ドメイン汎化
Domain Generalization: DG

• UDAと違い，Target Domainに相当するものが未観測
• unseen domainと呼ばれる．test dataしか与えられない．

•代わりに，Source Domainに相当するものが複数ある．
• seen domain(s) と呼ばれる．ドメイン毎，{X, Y, d}の3項組で与えられる．

•どんな環境でも，追加学習なしで動くようにする問題であり，実⽤
上の価値は⼤きいが，難しいためかUDAほど研究が盛んではない．
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ドメイン汎化の2つの主要なアプローチ

• UDAをmulti-sourceで⾏う．
• MTAN (Liu+, CVPR2018)

•Meta-learningを使う．
• MLDG (Li+, AAAI2018)
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Multi-task Adversarial Network (MTAN)
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G: Variational Auto Encoderによる再構成を⾏
うことで滑らかな潜在空間を得て汎化能⼒
を向上させる．潜在特徴にはドメイン情報
が含まれるべきではないため，style 
indicatorによりドメイン情報を補完して再
構成を⾏う．

Dc: ラベル推定部
Ds: 敵対的学習により，ドメインの違いを解消

潜在特徴



Meta-Learning Domain Generalization (MLDG)

• Meta-Learning (ML)が，各ドメインで最⾼性能を出す特徴の中間
点に収束する性質を利⽤．
• MLは学習時に複数のsub-task が存在することを仮定する．
• 学習時は通常の損失に加えて，あるTaskのみで
追加学習した場合のパラメタ更新量を最⼩化

• sub-task: 各ドメインでの推定
• 全ドメインでの最⾼性能を出すパラメタの
中間地点に収束→多様なドメインに共通の
特徴になっているのでは？という発想．
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Finn+, MAML, ICML2017 より引⽤



ドメイン汎化モデルは万能ではない．
•実⽤上，運⽤環境でどのくらい精度がでるのか，少数のサンプ
ルだけで予測したい．
• 精度がでないなら，UDA等を活⽤する必要がある，と⾒積もれる．
• 精度がでるなら，そのまま運⽤することも可能．
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問題提起︓ドメイン汎化モデルの限界

ドメイン汎化
モデル

複数の学習ドメイン
未知のテストドメイン

モデルの想定を超えるドメインシフト
Miss...

ドメイン汎化モデルの予測可能範囲は把握できないため，想定外のドメインシフトが発⽣した際にモデルは意図しな
い挙動をする

予測可能な分布の範囲

Success!

Miss..
.

Success!
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提案⼿法

２．部分空間への射影にドメイン情報が反映されるようにする

キー
アイデア

リング損失の活⽤
（ノルム＝低次元指標）

VAEの活⽤

特徴空間

s

判定⽅法分布内サンプルを埋め込む部分空間
（＝予測可能な範囲）

１．分布内・外のサンプルが特徴空間上の異なる低次元な分
空間へ射影されるようにモデルを学習

分布外は中⼼に寄る性質がある

特徴空間へ射影された⼊⼒データのノ
ルムの位置で判定閾値︓5%FPR

⼊⼒データがモデルの予測可能な範囲に含まれるかを判定するための2つのキーアイデア

分
布
外

分
布
内
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識別課題︓実験セットアップ

データセット

ドメイン汎化モデルの性能評価で⽤
いられるPACSを使⽤する

評価モデル 評価⽅法

l Vanilla
l 特徴抽出器と識別器からなる

モデル

l MTAN*

l 敵対学習によりドメイン不変
な特徴を得るモデル

l MLDG**

l メタ学習によりドメイン不変な
特徴を得るモデル

既存のドメイン汎化モデルへアドオン
する形で提案⼿法を導⼊する

予測可能な分布の範囲や，実際
に予測を成功するかどうかはモデ
ルごとに異なるため

1. 訓練データの5%FPRをしき
い値として分布内外を判定

2. 識別成功/失敗を分布内外
の真値として利⽤

* Yang Liu et. al., Multi-Task Adversarial Network for Disentangled Feature Learning, CVPR, 2018
** Da Li et. al., Learning to Generalize: Meta-Learning for Domain Generalization, AAAI, 2017

分布内と判定され
た未知サンプルの
精度で有効性を評
価する
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識別課題︓実験結果

Vanilla/MTAN/MLDG, @FPR5%

分布内平均精度 分布内外の平均精度比

⼀般的なOoDや異常検知⼿法と⽐較して提案⼿法が最も良い結果となった
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顔認識課題︓実験セットアップ

データセット 評価モデル

“⾬”，“雪”，などの 7 種類の環境で得られた顔画像データセッ
ト(UFDD)
l 学習︓「⾬」・「雪」
l 評価︓「⾬」・「雪」・「もや」・「ガラス越し」・・・

Faster-RCNN*でUDAをする⼿法**へ
Ring損失とVAEを導⼊して評価する

* S. Ren et. al., Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks, CVPR, 2015
** K. Saito et. al., Strong-Weak Distribution Alignment for Adaptive Object Detection , CVPR 2019
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顔認識課題︓実験結果

input

logit

ours

不確実性
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顔認識課題︓実験結果

input

logit

ours

顔検出に成功しているケースでは、顔周辺と背
景部分の指標が⼩さくなっている（≒不確実性
が低く）なっている

不確実性
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顔認識課題︓実験結果

input

logit

ours

顔検出には失敗しているケースでは，提案⼿法
では顔領域の指標が⼤きくなっており，⼊⼒
データに関するモデルの推論可能範囲の逸脱を
⽰唆している

不確実性



Meta-learningを活⽤したMLOps的運⽤⽅法
• Meta-learningはもともとFew-shotでモデルを問題に適応させる技術

• Domain Generalizationに役⽴つが，実は，Few-shot ドメイン適応もできる

•事前学習⽤のデータがある状況で，顧客の環境にいかに低コスト
でモデルを適応させるかを考えてみる．
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モデル導⼊過程における顧客の収⽀と取得可能な情報

コールドスタート問題が発⽣するのは初期段階
• 1stに対応するドメイン適応⼿法はない（データがあるorない）
• 個別の問題設定ごとに対応するだけでは顧客期待を得られない

収
⽀ 開発経過

回収

投資

先⾒知識獲得

データ/ラベル
収集開始

⽬標精度達成に実際にかかる投資

⿊字化

Before 1st 2nd 3rd

顧客との接触前段階
・テスト環境次第で精度が

⼤きく劣化

現場環境をヒアリングする、
まだデータは⼊⼿できない

・データが無いためドメイン適⽤不可
顧客データが少量得られる段階
・データが⼗分に溜まるのを待つ

運⽤・改善段階
・データを蓄積して追加学習

コールドスタート問題の重要な要素である収⽀のバランスの推移と
テスト環境で取得可能な情報を⾒⽐べられるように図式化した．

価値創出が可能なレベルのモデ
ルが完成

→ 新たな問題設定を提案
→既存のドメイン適応を合わせて⼀連の適応
戦略を検討

2. アイデア
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提案するドメイン適応戦略の流れと期待効果
従来⼿法であるドメイン汎化を⽤いて⼤きな精度劣化を防ぎ，

データ取得前から「そこそこ動くモデル」を構築する

収
⽀ 開発経過

回収

投資

先⾒知識獲得

データ/ラベル
収集開始

⽬標精度達成に実際にかかる投資

⿊字化

Before 1st 2nd 3rd

顧客との接触前段階
・ドメイン汎化でロバスト性向上

⼿法：DG
テストデータ：なし
ラベル：なし
先⾒知識：なし

事前モデル
ドメイン
適応戦略

現場環境をヒアリングする、
まだデータは⼊⼿できない

・データが無いためドメイン適⽤不可
顧客データが少量得られる段階
・データが⼗分に溜まるのを待つ

運⽤・改善段階
・データを蓄積して追加学習

2. アイデア



55/212020©OMRON Corporation

提案するドメイン適応戦略の流れと期待効果
新たな問題設定として，先⾒知識のみ学習可能なドメイン適応を提案する．

これによりドメイン汎化モデルのさらなる改善をはかる．

収
⽀ 開発経過

回収

投資

先⾒知識獲得

データ/ラベル
収集開始

⽬標精度達成に実際にかかる投資

⿊字化

Before 1st 2nd 3rd

顧客との接触前段階
・ドメイン汎化でロバスト性向上

現場環境をヒアリングする、
まだデータは⼊⼿できない
・ヒアリングで得た先研知識

によりモデル改善を図る

⼿法：DG
テストデータ：なし
ラベル：なし
先⾒知識：なし

提案モデル
⼿法：DG＋DataAug.
テストデータ：なし
ラベル：なし
先⾒知識：あり

事前モデル
ドメイン
適応戦略

顧客データが少量得られる段階
・データが⼗分に溜まるのを待つ

運⽤・改善段階
・データを蓄積して追加学習

2. アイデア
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提案するドメイン適応戦略の流れと期待効果
ドメイン汎化されたモデルをベースに少量データのドメイン適応を⾏う．

より少量のテスト環境のデータで適応できるようにする

収
⽀ 開発経過

回収

投資

先⾒知識獲得

データ/ラベル
収集開始

⽬標精度達成に実際にかかる投資

⿊字化

Before 1st 2nd 3rd

顧客との接触前段階
・ドメイン汎化でロバスト性向上

現場環境をヒアリングする、
まだデータは⼊⼿できない
・ヒアリングで得た先研知識

によりモデル改善を図る

顧客データが少量得られる段階
・少量データで素早くドメイン適応

⼿法：DG
テストデータ：なし
ラベル：なし
先⾒知識：なし

提案モデル
⼿法：DG＋DataAug.
テストデータ：なし
ラベル：なし
先⾒知識：あり

⼿法：Few-shot DA
テストデータ：少量
ラベル：少量
先⾒知識：あり

事前モデル デプロイモデル
ドメイン
適応戦略

運⽤・改善段階
・データを蓄積して追加学習

2. アイデア



57/212020©OMRON Corporation

提案するドメイン適応戦略の流れと期待効果
学習したドメインから異なるデータのみ選択し，

データの保存・ラベリングすることで効率的に再学習する

収
⽀ 開発経過

回収

投資

先⾒知識獲得

データ/ラベル
収集開始

⽬標精度達成に実際にかかる投資

⿊字化

Before 1st 2nd 3rd

顧客との接触前段階
・ドメイン汎化でロバスト性向上

現場環境をヒアリングする、
まだデータは⼊⼿できない
・ヒアリングで得た先研知識

によりモデル改善を図る

顧客データが少量得られる段階
・少量データで素早くドメイン適応

運⽤・改善段階
・精度改善に寄与するデータ

だけ⾒極めて保存

⼿法：DG
テストデータ：なし
ラベル：なし
先⾒知識：なし

提案モデル
⼿法：DG＋DataAug.
テストデータ：なし
ラベル：なし
先⾒知識：あり

⼿法：Few-shot DA
テストデータ：少量
ラベル：少量
先⾒知識：あり

継続学習モデル
⼿法：ActiveDA
テストデータ：なし
ラベル：なし
先⾒知識：あり

事前モデル デプロイモデル
ドメイン
適応戦略

2. アイデア
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ドメイン適応戦略と本研究で検証したポイント
先⾒知識を活⽤したドメイン適応⽅法を提案し，1st/2ndの問題設定で実現性を検証

収
⽀

回収

投資

先⾒知識獲得

データ/ラベル
収集開始

⽬標精度達成に実際にかかる投資

⿊字化

⼿法：DG
テストデータ：なし
ラベル：なし
先⾒知識：なし

提案モデル
⼿法：DG＋DataAug.
テストデータ：なし
ラベル：なし
先⾒知識：あり

⼿法：Few-shot DA
テストデータ：少量
ラベル：少量
先⾒知識：あり

継続学習モデル
⼿法：ActiveDA
テストデータ：なし
ラベル：なし
先⾒知識：あり

事前モデル デプロイモデル

1stの段階で先⾒知識を活⽤する
顧客の期待値を上げて投資意欲を⾼める
2ndで⾼速に適応，必要な投資額を下げる

事前モデルのみでは精度が低く期待が得られない．
⽬標達成に必要な投資が⾒積もれない

課題 戦略

Before 1st 2nd 3rd

投資可能額

必要な投資額＞可能な投資額

1st

2nd

開発経過

ドメイン
適応戦略

2. アイデア
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先⾒知識をドメイン適応に組み込む⽅法

オリジナルの訓練ドメイン

𝓓𝟐
𝐭𝐫

𝓓𝟏
𝐭𝐫𝓓𝟑

𝐭𝐫

𝓓𝟒
𝐭𝐫

Data Aug.

ドメイン汎化 ドメイン汎化＋データ拡張

先⾒知識をもとにしたデータ拡張（DataAugmentatin︓DataAug.）⽅法
1. データ拡張を変換*𝓞と変換強度𝝀で定義

*例えば回転，せん断などの画像処理
2. 先⾒知識をもとに𝓞と𝝀を設定

テストドメインの再現確率を⾼めるため不確実でも多くのパラメタで拡張
3. オリジナルドメインと拡張ドメインでドメイン汎化 テストドメインに近いドメインが

訓練ドメインに含まれるほど
効果を発揮するため

3. 提案⼿法
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先⾒知識をドメイン適応に組み込む⽅法

[1] Finn,C.: Model-Agnostic Meta-Learning for Fast Adaptation of Deep Networks,ICML (2017). [2] Li,D.:Learning to Generalize: Meta-Learning for Domain Generalization,AAAI(2018).

＋α 技術課題も解決できる
データ拡張の多様化に合わせてバッチサイズを⼤きくするには，メモリサイズ等のH/W
制約に限界がある．
また経験的には⼤きくすれば精度が上がるというわけでもない

💡拡張したデータセットをドメインとして扱う
複数のドメインに対して有効なパラメタを探索できる

💡複数タスクの最適化に有効なメタ学習ベースのドメイン汎化を採⽤
代表的な⼿法Model-Agnostic Meta-Learning (MAML)[1]
MAMLをドメインに拡張したMetaLearning for Domain Generalization (MLDG)[2]

ポイント

先⾒知識をもとにしたデータ拡張（DataAugmentatin︓DataAug.）⽅法
1. データ拡張を変換*𝓞と変換強度𝝀で定義

*例えば回転，せん断などの画像処理
2. 先⾒知識をもとに𝓞と𝝀を設定

テストドメインの再現確率を⾼めるため不確実でも多くのパラメタで拡張
3. オリジナルドメインと拡張ドメインでドメイン汎化

3. 提案⼿法
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オリジナルドメイン 拡張ドメイン

先⾒知識をドメイン適応に組み込む⽅法

パラメタを更新

1. Meta-trainでモデルを最適化 2. Meta-testで損失を計算 3. 全体を最適化

1~3をバッチ毎に繰り返す

𝓓𝟏
𝐭𝐫

!
!
!

𝓓𝟐
𝐭𝐫

𝓓𝑺
𝐭𝐫

DataAug. !
!
!

・・・

・・・

・・・

・・・

Random
Split

Random
Split

Meta-train K個のドメイン

Meta-test V個のドメイン

3. 提案⼿法
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実験︓評価⽅法と⽐較⼿法

2nd

想定する知識制約条件

評価(1st)

⽐較⼿法と評価⽅法

⽐較⼿法

提案⼿法 MLDGとデータ拡張(DataAug.)を
併⽤したモデル（mldg+DataAug.）

Base, DataAug. , MLDGの3つ

評価(2nd)

評価
(1st)

評価
(2nd)

先
⾒
知
識
%

訓
練
(
)
*
+
,
拡
張

(
)
*
+
汎
化

︵
訓
練
(
)
*
+

&

拡
張
ド
メ
イ
ン
）

評
価
１

:
;
<
(
)
*
+

:
;
<
=
>
?
%

少
数
標
本
(
)
*
+
適
応

評
価
２

:
;
<
(
)
*
+

教師あり学習
（訓練ドメインのみ）

評
価
１

:
;
<
(
)
*
+

:
;
<
=
>
?
%

少
数
標
本
(
)
*
+
適
応

評
価
２

:
;
<
(
)
*
+

教師あり学習
（訓練ドメイン＋拡張ドメイン）

ドメイン汎化
（訓練ドメインのみ）

BASE

DataAug.

MLDG

MLDG
＋

DataAug
.

少量のテストドメインのラベル付きデータを
利⽤可能

テストドメインの先⾒知識のみ利⽤可能1st

2nd 少数標本ドメイン適応後のモデルの（テストド
メイン）精度で評価

訓練ドメイン+先⾒知識のみで学習したモデ
ルの（テストドメイン）精度で評価

1st

実験条件

4. 実験
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0° 15° 90° ・・・・ 180°・・・・

実験セットアップ︓回転MNIST
データセット

l 回転MNIST︓回転変換させたMNIST
l ドメイン︓⾓度

l ネットワーク構造
2層の畳み込み層＋2層の全結合層

l パラメータ選択⽅法
15エポックの中で訓練ドメインの検証⽤データ
の精度が良いモデルパラメータ

問題設定

① 訓練ドメイン: MNIST(回転⾓度0°)
② テストドメインの変換𝓞と強度𝝀︓回転⾓度270°±15°
③ 先⾒知識︓右横向き(90°)・上下反転(180°)・左横向き

(270°)のいづれかで観測される
④ データ拡張︓回転⾓度 90°, 180°, 270°

①訓練ドメイン

0°

②テストドメイン

270° 270°
+15°

270°
-15°

* テストデータそのものは訓練に
は使⽤できない

④回転処理 ④拡張ドメイン

評価モデル

90°ドメインのデータセット

③右横向き・下向き・左横向き
のいづれかで観測される

という先⾒知識は利⽤できる

180°

270°

90°

4. 実験
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補⾜ 回転MNIST︓実験条件
テストドメインは右横向き・下向き・左横向きのいずれかで観測されるという情報が利⽤できるものとし

MNISTを90°, 180° ,270°回転でデータ拡張し，テストドメインを模擬する．

テストデータは直接は利⽤できない

回転処理により先⾒知識の回転状態を模擬

拡張ドメイン テストドメイン

270°(左横向き)
の回転

270°の回転

285°の回転

255°の回転

先⾒知識

右横向き・下向き・左横向き
のいずれかで観測される

180°(下向き)
の回転

90°(右横向き)
の回転

4. 実験
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実験結果︓回転MNIST 
先⾒知識のみで訓練する1stの段階で、提案⼿法は従来⼿法と⽐較し⾼い性能を発揮
個別環境のデータを少量⼊⼿できる2ndの段階でも、提案⼿法は⾼い性能向上を確認

学習ドメイン︓0°、90°、180°＋拡張ドメイン︓270°
テストドメイン︓255°/285°

※先⾒知⾒に基づく拡張データがテスト環境と完全⼀致した場合

base

mldg+augmentation

augmentation
mldg

base

mldg+augmentation

augmentation
mldg

学習ドメイン︓0°、90°、180°＋拡張ドメイン︓270°
テストドメイン︓270°

MLDGなしでは少数データに適応する
ためモデルパラメータを⼤幅に変える必
要があり全体の性能が⼤きく劣化する

提案⼿法では少数データで⾼精度を達
成していることがわかる

4. 実験
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実験結果︓回転MNIST 

学習ドメイン︓0°、90°、180°＋拡張ドメイン︓270°
テストドメイン︓255°/285°

※先⾒知⾒に基づく拡張データがテスト環境と完全⼀致した場合

base

mldg+augmentation

augmentation
mldg

base

mldg+augmentation

augmentation
mldg

学習ドメイン︓0°、90°、180°＋拡張ドメイン︓270°
テストドメイン︓270°

Augmentationの適⽤︓baseモデルに対し⼤幅に性能を向上させる
MAMLの適⽤︓少数標本ドメイン適応のときにモデルの性能を維持しつつ更に向上させる

提案⼿法はAugmentationとMAMLを組合わせることによって性能を発揮

4. 実験
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実験セットアップ︓DomainNet

l より実データに近い条件として、データ拡張で正確なテス
トドメインの再現が困難なDomainNet[1]を⽤いる

l DomainNetはラベルノイズが多く，クレンジングした
DomainNet-Subを独⾃に構築

l ネットワーク構造
Resnet-18

l 評価⽅法
50エポックの中で訓練ドメインの検証⽤データの精度が
良いモデルにおける精度

① 訓練ドメイン︓Clipart, Infographic, Paint, Real
② テストドメイン︓Sketch
③ 先⾒知識︓線画が観測される
④ データ拡張︓変換𝓞がバイラテラルフィルタとCannyエッジ
処理，強度𝝀を振ってテストドメインを模擬したデータを⽣成

①訓練ドメイン

Clipart
Infographic

Paint

②テストドメイン
Sketch

③線画で描かれている
という先⾒知識

約3万枚、22カテゴリ、
5ドメイン（Clipart/Infographic/Painting/Real/Sketch）

Real

④バイラテラルフィルタ
+Cannyエッジ処理

* テストデータそのものは訓練に
は使⽤できない

データセット 問題設定

評価モデル

[1] Peng,X.: Moment matching for multi-source domain adaptation,ICCV(2019).

④拡張ドメイン

4. 実験
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補⾜ DomainNet︓実験条件
テスト環境の画像はSketch(線画)で描かれているという情報が利⽤できるものとし、

訓練データからテスト環境のデータを模擬する

バイラテラルフィルタとCannyエッジ処理により線画を模擬
• バイラテラルフィルタ︓画像中の輪郭を保持したままノイズを除去
• Cannyエッジ処理︓画像中のエッジを検出する

模擬データの例 拡張データ

拡張に失敗したケース

テストデータ
オリジナル

オリジナル

先⾒知識

線画で
描かれている

テストデータは直接は利⽤できない

4. 実験
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DomainNet︓実験結果

顧客の期待を最⼤化し、コストを最⼩化し、
コールドスタート問題の⼭を越えることを期待できる

1 shot/cat. ~0 shot

先⾒知識のみで訓練する1stの段階で、提案⼿法は従来⼿法と⽐較し⾼い性能を発揮
個別環境のデータを少量⼊⼿できる2ndの段階でも、提案⼿法は性能向上を確認

base
augmentation

mldg+augmentation

mldg

4. 実験



本⽇のまとめ
• MLOpsは道半ば．

• 理想：アノテーションコストを限りなくゼロに近づけて，識別⽬標の⾒
直しを何度でもやり直せるようにしたい．

• 現状：下記の課題が実⽤化レベルに届かない（アノテーションデータを
増やす⽅が精度が⾼い）
1. 学習環境と運⽤環境の違いにより⽣じるドメインシフトを解消するドメイン適応
2. ドメインシフトの影響を受けにくいモデルを学習するドメイン汎化
3. 少数の事例で精度を向上する少数事例サンプル（または能動学習）

•上記1〜3の技術の組合せによるベストプラクティスがMLOpsを進
化させると予想している．
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