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オートエンコーダによるデータ圧縮と分類器のラベル追加を
両立したセンサネットワークモデル
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概要：近年，画像や音声などの高精度のセンサデータの獲得が容易となり，センサネットワークにおいてもこのよう
な高ビットレートのデータを扱うようになってきたが，単純にこれらのデータをセンサからセンタへ送信すると通信
量が増大してしまい，通信帯域の圧迫やセンタでの処理負荷の増大が問題となってきている．そこで，センサネット
ワークの通信量を減らすために，センサ側に分類器やイベント検出器を備え，分類ラベルやイベントが生起したとき
のみ通信を行うことが考えられてきた．しかし，このような手法では，センタ側にセンサ観測データを保持できない
ため，分類ラベルの変更や更新が行えない．そこで，本研究では，ニューラルネットワークの一種である AutoEncoder
(AE) を使用し，通信データの圧縮を行いつつ圧縮データから分類を行う手法を提案する．本論文では，提案手法の実
装と調査を行い，単純に AE を使用した場合のベースライン手法と再現精度，分類精度が同等であることを示した．

が，ラベルの追加／変更を行うためには学習データ（セン

1. はじめに

サデータとラベルデータの対）が必要となる．しかし，セ

近年，センサ技術の発達により高性能で安価なセンサが

ンタにはラベルデータのみが保存されているため，ラベル

増え，画像や音声といった高精度のセンサデータを容易に

の追加／変更を行うことが困難である．これに対して，セ

獲得できるようになった．これにより，自然環境のセンシ

ンサで観測したデータを圧縮して送信し，センタ側で観測

ングや監視カメラを使用した人物追跡など，複雑かつ高度

データを復元できラベルの追加／変更が可能な状況を実現

な処理を行うセンサネットワークの構築が可能になった．

できれば，センサネットワークを柔軟に運用できるように

一般的にセンサネットワークでは，センサで測定したデー

なる．

タをデータセンタへ送信した後，データセンタでデータを

本研究ではデータを分類が行える形で圧縮し通信を行

集約し，イベントの抽出，トレンドの解析といったさまざ

う手法として，ニューラルネットワーク（NN）の一種であ

まな処理を行う．しかし単純にカメラ画像や録音した音声

る AutoEncoder（自己符号化器，以下 AE）[1]を用いた，セ

といったセンシングデータをデータセンタにすべて送ると，

ンサ−センタ間通信モデルを提案する．提案手法では，AE

センサ−センタ間の通信量が膨大になり通信帯域を圧迫し，

によるデータ次元数の削減を活用した通信量の削減を行い，

データの収集が行えなくなる．そこで，センサ−センタ間の

同時に AE の中間層を入力とする分類器を作成し，分類を

通信量を削減することにより通信帯域圧迫の改善を行うこ

行う．これにより，センタ側に観測データを復元可能な状

とが必要となる．通信データ量の削減により，単に通信量

態で蓄積し，必要な場合には再度ラベリングを行うことで，

を減少させるだけでなく，送信電力の削減によるシステム

分類後ラベルを保存することが可能となり，センタに分類

の小型化や，サーバの負荷軽減などの副次的効果も発生す

器の再学習に必要なデータ対が存在するようになる．また，

る．

AE を使用することで，画像や音声などメディアの種類を

この問題を解決する最も簡易的かつ一般的な手法とし
ては，センサ側でデータの前処理を行うことが考えられる．

問わず，複数種類のメディアが混在するようなセンサネッ
トワークにおいても運用が可能となる．

例えば，センサノードでデータの分類を行いセンタ側に分

なお，本論文で分類器の再学習とは，AE のエンコーダ部

類ラベルのみを送信する．これにより通信量の削減が期待

の学習重みは更新せずに分類器モデルのみを再生成するこ

される．

とを指す．

しかし，実際のセンサネットワークを想定した場合，末
端センサに高機能な計算機を搭載することは，設置や運用，

2. 関連研究

メンテナンスにかかるコストを考えると非常に困難である．

2.1 センサネットワークモデル

また，センサ側に分類器を設置し分類ラベルデータのみを

センサネットワークの分野では，送信データ量を削減す

通信で送信する場合，センタにラベルデータのみが蓄積さ

ることによって，送信電力を抑えてセンサの電池寿命を長

れ，元のデータは蓄積されなくなってしまう．一方で，実

くし，限られた通信帯域を有効活用するため，データ削減

環境センシングでは運用状況の変化や観測者のニーズの変

に関するさまざまな手法が考案されている．単純にデータ

化に応じてラベルの追加／変更が必要になると考えられる

量を削減する圧縮アルゴリズムを用いる方法も考えられる

1 豊橋技術科学大学大学院
2 日本電信電話株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所
3 豊橋技術科学大学
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が，最近ではセンサデータの特性を活かしたさまざまなデ

法則に従って得られる変数と考える．例えば，分類ラベル

ータ削減方法が提案されている．

変数などである．

Gupchup らの論文では環境センシングネットワークにお

この AE に用いられるエンコーダとデコーダを持つ NN

けるデータの処理手法について述べている[2]．著者らは膨

を利用して，エンコーダの出力値の分布が，設定した確率

大なセンサデータから特徴的なデータを抽出する手法とし

分布に近くなるように分布の差を表す正則化項を入れ，か

て主成分分析（PCA）を使用している．このような手法を

つ，通常の AE と同じく，出力と入力が同一になるように

用いて，イベントを検出した場合にのみセンサデータを送

教師あり学習を行う Variational Autoencoder （VAE）が考案

信すれば，送信データ量を大幅に削減できる．Wu らの研究

された[8]．エンコーダは，入力である観測変数から潜在変

では，土壌水分センサを対象として，圧縮センシングを用

数への推論を行い，観測変数の確率分布を次元の少ない潜

いて，データの変化を予想して送信頻度を下げても，サー

在変数の設定確率分布に近くなるように変換する．具体的

バでデータを復元した際の誤差が少ない手法を提案してい

には，エンコーダは，入力から潜在変数の設定確率分布の

る[3]．この手法では，雨が降った際にだけ大きくデータが

パラメータ値を写像する NN となっている．その後，エン

変化するという土壌水分センサの特性を活かすことで，送

コーダから出力された確率分布パラメータを用いてサンプ

信データ量の削減に成功している．その他にも，低消費電

リングを行う．デコーダは，潜在変数から観測変数の生成

力でイベントを検出するためのさまざまな手法が研究され

を行い，潜在変数の確率分布を観測変数の確率分布に戻し

ている[4, 5]．

ていると考えられる．デコーダには，前述のサンプリング

さらに最近では，より高度な映像や音声を用いたセンサ

値を入力され，AE への入力である観測変数を復元する NN

ネットワークに対して，分散処理により，特定のセンサに

となっている．通常の AE と同じく，次元を削減し，情報

負荷が集中することを避けながらデータを収集する研究も

を圧縮するが，学習は，変分法を用いてエンコーダとデコ

おこなわれている[6]．深津は農業分野におけるセンサネッ

ーダが表現する確率分布を得るように行う．VAE は，エン

トワーク技術について述べている[7]．農業分野では，環境

コーダが変分推論（推論モデル）を，デコーダがデータの

情報や作育情報にセンサネットワークが活用されて，画像

生成（生成モデル）を担う．そのため，推論・生成モデル

センサを用いた稲の生育モニタリングシステムや害虫計測

を単独で動かし，推論モデルにより，潜在変数と入力が持

システムが研究されている．

つ人間の解釈可能な属性との関係を調べることができる．

このようにセンサネットワークにおけるイベント検出

また，生成モデルにより，潜在変数を変化させ，学習に用

にはさまざまな研究例があるが，多くの研究ではいかに低

いたデータと似たデータを生成できる．この VAE により，

消費電力でイベントを検出するか，という点が注目され，

エンコーダの出力である潜在変数を人間に解釈可能な表現

イベント検出手法は，あらかじめ決まっているか，PCA な

にするような学習[9]や，潜在変数値によりデータ生成を制

どを用いてモデルをデータから自動生成する場合が多い．

御するモデル[10]が着目されている．また，VAE のエンコ

これに対して本研究では，AE を活用することで，イベント

ーダ部とデコーダ部に分類ラベルデータを入力として与え，

検出のモデルとして，運用状況の変化やユーザのニーズの

分類ラベル情報を除いた入力情報を圧縮し，再現できる

変化に応じて識別モデルを更新することを考慮して，サー

Conditional Variational AutoEncoder (CVAE) [11, 12]も考案さ

バへ復元可能なデータを送りつつ，イベント検出も行うも

れている．

のを提案する．このようなアプローチは他の研究例とは異
なるものである．
2.2 AutoEncoder
AE とは次元削減を行う NN の一種であり，一般的な AE
のモデル図を図 1 に示す[1]．AE は次元削減を行うエンコ
ーダ部（符号器）と入力を復元するデコーダ部（復号器）
からなる．AE では，出力と入力が同一になるように教師あ

図 1. AutoEncoder モデル

り学習を行う．この学習により，エンコーダは入力信号を
出力側で再現するために必要な情報を抽出して次元削減し，
その情報を基にしてデコーダが出力側で入力信号に近い信

3. 提案手法

号を復元できるようになる．ここでは，AE のエンコーダに

本研究では，AE を用いて，通信量の削減と分類を同時に

入力する値やベクトルを観測変数と呼び，観測変数にはセ

行う手法を提案する．提案手法では，AE を用いた次元数削

ンサなどで観測した物理量や，そこから計算した特徴量な

減による通信量の削減と AE 中間層からの分類を並行して

どを想定する．また，圧縮情報を潜在変数と考える．潜在

行う．これにより，センタ側に分類ラベルだけでなく，セ

変数は，直接観測できない変数で，観測変数から何らかの

ンサ観測データを復元したものを対にして保存できるため，
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運用方針の変化や観測者のニーズの変化に対応した分類ラ

的な構成である，全結合で構成した AE について示す．次

ベルの追加／変更時の分類器の再学習が可能となる．

に，3.3.2 節で，画像認識に用いられる Convolutional Neural

なお本論文中で，AE 中間層とは AE のエンコーダ・デコ

Network (CNN)を使用し，AE を構築したモデルを示す．AE

ーダ間の最もノードが少ない層を指す．AE の中間層のデ

を発展した VAE は生成モデルを有することにより，センサ

ータを取り出して，分類器の入力とするため，AE に変更を

ネットワークにおいて，センサデータが欠損した場合に，

加えることなく，分類器のみを更新することで，分類ラベ

センサデータの補完が可能であると考える．そこで，VAE

ルの追加／変更に対応できる．このため，分類ラベルの追

を使用し提案手法を構築し，3.3.3 節及び 3.3.4 節で示す．

加／変更時に，センサに配置された AE のエンコーダ部を

その後，VAE を拡張した CVAE について 3.3.5 節で示す．

更新する必要はない．

なお，すべての提案モデルにおいて隠れ層ノード数を𝑁ℎ ，

3.1 想定する対象

中間層ノード数を𝑁𝑐 とし，すべての状態において𝑁ℎ 𝑁𝑐 が

はじめに，提案手法で想定する対象について説明する．
まず，AE の特性として入力データと入力次元数が判明し

成立するように値を設定する．
3.3.1 Fully Connected-AutoEncoder

ている必要がある．また，学習済み AE が対応できる入力

まず，最も簡易的かつ基本的な全結合方式でモデルを作

データは学習に使用したデータと汎化によりその発生確率

成する AE を考える．これは以降で記す提案モデルの基礎

分布に従うデータである．よって，本手法ではセンサノー

となる構成である．図 3 に Fully Connected-AutoEncoder (FC-

ドは学習データから想定されないデータは扱わないものと

AE) モデルを示す．これは，隠れ層を含む全 5 層構成の AE

する．

で，各層のノードは 1 つ前の層のノードに全結合状態にあ

3.2 提案モデル

る．よって，𝑁ℎ =隠れ層ノード数，𝑁𝑐 =中間層ノード数とな

本研究の提案モデルを図 2 に示す．AE は，データをエ

る．また，中間層を入力とする分類器も全結合で構成する．

ンコーダで次元圧縮を行い，デコーダで復元し入力と出力

活性化関数は，AE では Rectified Linear Unit (ReLU) を使用

が同じになるように教師あり学習を行う．図 2 で示した通

し，分類器では分類層に Sigmoid 関数を使用し，その他の

り，中間層データで通信を行うことで，通信量の削減を行

層には ReLU を使用した．

う．同時に AE の中間層データを入力とする分類器を作成
する．なお，実センサネットワークに適応する場合，AE は
学習済みと想定する．
AE はラベルを必要としない学習を行うため，分類ラベ
ルの追加／変更時の追加学習が不要である．学習にはある
程度のデータ量が必要であり，十分なデータ量があれば汎
化も期待できる．よって，センサネットワークの初期構築
時に全体を学習し，分類器のみを観測者のニーズの変化に
合わせて再学習を行えばよい．

図 3. Fully Connected-AutoEncoder (FC-AE) モデル
3.3.2 Convolutional Neural Network-AutoEncoder
3.3.1 節では AE のノード間を全結合により結合させたが，
本研究で想定するセンサネットワークモデルでは画像セン
サを使用することも想定できる．そこで，AE に，主として
画像認識に用いられる CNN を適用したモデルを検討する．
CNN は，画像や 2D パターンを分類するためにノードが
図 2. 提案モデル

2D 上に並んだ層構造を持つ NN である．Convolution 層で
は，前層から局所的な重み結合で畳み込みを行う．重み結
合は，2D の並進対称性を持ち，同じフィルタ内の 2D 上の

3.3 提案モデルの実装方法
AE には様々な種類が存在する．そこで，本論文では複数

異なるノードも前層に対して同じであるため，2D パターン

の AE で提案モデルを実装し，その比較を行う．入力デー

の平行移動に対して，Convolution 層は，同じ反応を示す．

タとして画像データを扱うことを想定し，使用する AE の

この層は，異なる局所重み結合毎に存在する．その後に続

選択と提案手法の構築を行った．まず，3.3.1 節で最も基本

く ， Pooling 層 で は ， ノ ー ド 数 を 増 減 さ せ る 一 方 で ，
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Convolution 層の反応の 2D 上の位置情報を表現できるよう

間の解釈可能な属性（分類ラベル）との関係を調べること

に し て い る ． 分 類 に 使 用 さ れ る 代 表 的 な CNN で は ，

ができ，また，潜在変数を変化させ，再現する観測変数を

Convolution 層と Pooling 層はセットとなって，それらの数

制御し学習に用いたデータと似たデータを生成できる利点

層での処理の後，全結合により各ノードが各々の分類ラベ

を持つ．

ルを表現するような最終出力層で分類の結果を得るように

図 5 に Fully Connected-Variational AutoEncoder (FC-VAE)

なっている．学習は，入力と分類ラベルの対を使って行わ

を示す．これは，隠れ層を含む全 5 層構成の VAE で，各層

れる．

のノードは 1 つ前の層のノードに全結合状態にある．中間

図 4 に Convolutional Neural Network-AutoEncoder (CNN-

層は，入力に依存した正規分布の平均，標準偏差を基に，

AE) を示す．全 5 層からなり入力画像（28 × 28）を中間層

そのサンプリング値をデコーダに出力する．ここでは，中

で（7 × 7）に圧縮する．ここで，隠れ層のフィルタ数をFℎ ，

間層でのサンプリング値の次元数を中間層（Z）ノード数と

中間層のフィルタ数を𝐹𝑐 とする．FC-AE と異なり隠れ層，

する．よって，通信を行うノード数は，このサンプリング

中間層ノード数は式（1）（2）により求められる．

値の次元数であり，そのため，𝑁ℎ =隠れ層ノード数，𝑁𝑐 =中

𝑁ℎ = 14 × 14 × 𝐹ℎ

(1)

間層ノード数となる．また，中間層（Z）を入力とする分類

𝑁𝑐 = 7 × 7 × 𝐹𝑐

(2)

器も全結合で構成される．活性化関数は，AE では出力層に

Convolution 層のカーネルサイズはすべての層で（3 × 3）で

Sigmoid 関数を使用し，その他の層に ReLU を使用した．

あり，ストライドは 1 でとした．Pooling 層ではフィルタサ

分類器では分類層に Sigmoid 関数を使用し，その他の層に

イズは半分になり，UpSampling 層ではフィルタサイズは倍

は ReLU を使用した．

となる．中間層を入力とする分類器は CNN と FC の組み合
わせにより構成される．活性化関数は，AE では出力層に
Sigmoid 関数を使用し，その他の層に ReLU を使用した．
分類器では分類層に Sigmoid 関数を使用し，その他の層に
は ReLU を使用した．

図 5. Fully Connected-Variational AutoEncoder
(FC-VAE) モデル
3.3.4 Deep Convolutional Inverse Graphics Network-Variational
AutoEncoder

図 4. Convolutional Neural Network-AutoEncoder
(CNN-AE) モデル

FC-VAE ではすべてのノード間結合に全結合を使用した
が，一部の結合を CNN に置き換えたモデルも考えられる．

3.3.3 Fully Connected-Variational AutoEncoder

例えば， Kulkarni らによって使用された画像データに対す

3.3.1 節及び 3．3．2 節では AE の構築手法の違いにより，

る VAE の 構 成 手 法 で あ る Deep Convolutional Inverse

FC-AE と CNN-AE を作成した．次に AE として，VAE を使

Graphics Network (DCIGN) [9]などが挙げられる．図 6 に

用したモデルを考える．VAE の学習は，AE の学習である

Deep Convolutional Inverse Graphics Network-Variational

入出力間の差を減らすことに加えて，エンコーダにより，

AutoEncoder (DCIGN-VAE) を示す．DCIGN では VAE の各

入力データ空間でのデータ（観測変数）の出現する確率分

層の結合を CNN と FC を使用することで VAE の画像適応

布が，圧縮した次元（潜在変数）の空間で，直交した同一

性能を強化している．隠れ層に CNN を使用しているため，

の平均𝜇，標準偏差𝜎を持つ多変量独立正規分布N(𝝁, 𝜎 2 𝐼)に

隠れ層ノード数は，CNN-AE と同様に式（3）で表される．

なるように，NN で写像させる．但し，𝝁は，値が全て同じ

𝑁ℎ = 7 × 7 × 𝐹ℎ

（3）

平均𝜇の圧縮次元数のベクトル，𝐼は，圧縮次元数の単位行

中間層は FC-VAE と同様に中間層（Z）ノード数を参照する

列を表す．前述のように，データを観測変数，分類ラベル

ため，𝑁𝑐 =中間層（Z）ノード数となる．なお，CNN 部での

を含めた圧縮情報を潜在変数とする確率モデルを導入する

各パラメータは CNN-AE と同等である．また，中間層（Z）

ことにより，通常の AE に比べ，潜在変数と入力が持つ人

を入力とする分類器は全結合層で構成される．
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タ:10,000）を使用した．
はじめに，提案手法使用時の符号化率（圧縮度合い）と
再現精度及び汎化性能について調査を行った．汎化性能は
使用したデータが画像データであったので画像を変形させ
た場合のテストデータを使用した．各 AE のノード数𝑁ℎ ，
𝑁𝑐 を変化させることで各 AE における再現精度や分類精度
の変化を調査する．その後，𝑁ℎ を固定し 5 種類の AE の再
現精度と分類精度の比較を行う．
図 6. Deep Convolutional Inverse Graphics Network

次に，提案手法とデータの圧縮に AE を使用した場合や

-Variational AutoEncoder (DCIGN-VAE) モデル

NN で分類を行った場合に考えられるベースライン手法と
の再現精度と分類精度の比較を行う．この時の𝑁ℎ ，𝑁𝑐 は変

3.3.5 Fully Connected-Conditional Variational AutoEncoder

化させず，固定して行った．

3.3.3 節及び 3.3.4 節では VAE を使用した場合での提案手

最後に，使用ラベル数が変化した場合の分類精度の変化

法 の 実 装 に つ い て 述 べ た ． 次 に VAE を 一 部 変 更 し た

の調査を行った．これより，使用ラベル数が増減した場合

Conditional Variational AutoEncoder (CVAE) [11, 12]を使用す

でも，提案手法は分類精度が変化せずにラベル数の変化に

る．CVAE とは，VAE のエンコーダ部とデコーダ部に分類

対応可能であることを確認する．

ラベルデータを入力として与え，分類ラベル情報を除いた

すべての実験において，𝑁ℎ 𝑁𝑐 とする．𝑁ℎ ，𝑁𝑐 は float 型

入力情報を圧縮し，復元するようにした VAE である．図 7

で定義しており，1 ノード当たり 4 byte で表現されるため，

に Fully Connected-Conditional Variational AutoEncoder (FC-

中間層のサイズ（通信を行うサイズ）は式（4）で求めるこ

CVAE) を示す．FC-VAE の入力層-隠れ層間と中間層-隠れ

とができる．また，入力データは（28 × 28）の単色画像で

層間に画像データと分類ラベルデータの結合層を挿入した．

あり，1 byte で表現されているため入力データサイズは式

FC-CVAE によるセンサ−センタ間通信では，分類ラベル情

（5）で求めることができる．以上より，符号化率は式（6）

報をエンコーダとデコーダに与えるため，構成上，センサ

と定義される．式（6）より，符号化率が低いほど圧縮度合

側に分類器が必要で，その分類ラベル情報をセンタ側にも

いが高いことを示す．

送る必要がある．FC-CVAE での評価は，真の分類ラベル情

中間層サイズ[byte]

報が与えられていると仮定で行うことにする．隠れ層ノー
ド数，中間層（Z）ノード数は，FC-VAE と同様に数えるも
のとする．また，活性化関数は，AE では出力層に Sigmoid
関数を使用し，その他の層に ReLU を使用した．

= 𝑁ℎ × 4

入力データサイズ[byte] = (28 × 28) × 1

（4）
（5）

以上より，
符号化率[%]

= 100 ×
= 100 ×

中間層サイズ
入力データサイズ
𝑁𝑐 × 4
28 × 28 × 1

（6）

また，すべての実験で，epoch 数（学習回数）は 100，ミニ
バッチサイズ（1 学習当たりのデータ数）は 100 で固定し
た．
4.1 5 つの AE による提案手法の実験結果と比較
FC-AE について，図 8 に符号化率と再現誤差を示し，図
9 に符号化率と分類精度の関係を示す．2 つの結果より符
号化率が高く，𝑁ℎ が大きいほど，再現精度や分類精度が良
図 7. Fully Connected-Conditional Variational Auto Encoder

いことが分かる．

(FC-CVAE) モデル

4. 実験
3 節にて提案手法と 5 種類の AE を使用した場合の実装
例を示した．そこで，本節では 5 つの AE についての比較
と，提案手法とベースライン手法の，再現精度と分類精度
についての調査を行う．なお，再現精度には平均二乗誤差
を用いて調査を行う．実験では単色手書き数字画像である，
MNIST データセット（学習データ:60,000，テストデー
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図 8. FC-AE での符号化率と再現誤差

再現精度が向上した．また，FC-AE と CNN-AE 及び FCVAE と DCIGN-VAE のそれぞれで比較を行うと，AE のノ
ード間結合構成に CNN を使用した場合の再現精度は高く
なることが分かる．一方で，FC-AE と CNN-AE を比較した
場合 CNN-AE の再現精度が高いものの，CNN の構成上中
間層での符号化率は低くならない．そのため，CNN と FC
を組み合わせ，中間層で FC-VAE と同等の構成を持つ，
DCIGN-VAE は符号化率が低くても再現精度が高い．また，
図 13 に示すように符号化率が高くなると分類精度が向上
するが，符号化率 40％程度になると FC と CNN に大きな
図 9. FC-AE での符号化率と分類精度

差はみられず，符号化率を一定（20％）以下にしない場合
であれば，4 つの提案手法の精度に大きな差はなかった．

CNN-AE について，図 10 に符号化率と再現誤差を示し，
図 11 に符号化率と分類精度の関係を示す．2 つの結果より
FC-AE と同様に，符号化率が高く𝑁ℎ が大きいほど再現精
度や分類精度が良いことが分かる．

図 12. 提案手法毎の符号化率と再現誤差の比較

図 10. CNN-AE での符号化率と再現誤差

図 13. 提案手法毎の符号化率と分類精度の比較
4.2 汎化性能の確認
図 11. CNN-AE での符号化率と分類精度

提案手法において，作成した AE と分類器の汎化性能を
調査する．学習に使用した MNIST は文字画像データであ

図 12 に 3 節に記載した 5 種の AE の符号化率と再現精

るため，上下左右への移動データや上下左右の塗りつぶし

度のグラフを示し，図 13 に 4 種の提案手法の符号化率と

データで汎化性能を調査する．NN の汎化作用により，上

分類精度を示す．なお，FC-CVAE の分類精度については

下左右のいずれに変形した場合でも AE は全ての方向に対

CVAE で圧縮を行う上でラベルデータが必要となるが，セ

し，同様の振舞いをすると考えられるため，本実験ではテ

ンサ側で分類を行うことを想定し，ここでは，具体的な分

ストデータを“画像を右に移動した場合”と“画像を左端

類器の手法を検討していないため，本実験では FC-CVAE の

から塗りつぶした場合”の 2 種類の加工を行うことで汎化

場合，分類精度を求めなかった．また，実験で使用した𝑁ℎ

性能の調査を行った．本実験のパラメータとして，変化量

は，各 AE 別に実験をした際に最も良い結果を出したもの

N[px]を取る．この変化量は，元画像を N=0[px]とし，変化

を使用した．

量 N[px]の時，元画像から N[px]右に移動させた，又は，元

結果より，すべての AE について，符号化率が高いほど

画像の左 N[px]を塗りつぶしたことを表す．実験では，N を
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0 ≤ 𝑁 ≤ 28の範囲で 1 ずつ変化させ，その時の再現精度と
分類精度を調査した．図 14 に画像を右に移動させた場合
の画像の一例と元画像の比較を示し，図 15 に画像を左端
から塗りつぶした場合の画像の一例と元画像の比較を示す．
図 14，図 15 共に，最上段に N=0 の場合の画像（オリジナ
ル入力データ）を示し，2 段目に N=7 の場合，3 段目に N=14
の場合，4 段目に N=21 の場合の変化後の画像を示す．

図 17. 画像を右に移動させた場合の分類精度
図 18 に画像を左側から塗りつぶした場合の再現誤差を
示し，図 19 に画像を左側から塗りつぶした場合の分類精
度を示す．結果より，すべての AE において画像の変化量
図 14. 右に移動させた画像

が増大するにつれ分類精度は低下したが，低下し始めるタ
イミングは右に移動させた場合よりも遅かった．再現誤差
は FC-CVAE と FC-VAE のみ増大し，他の 3 種の AE では
あまり変化は見られなかった

図 15. 左を塗りつぶした画像
図 16 に画像を右に移動させた場合の再現誤差を示し，
図 17 に画像を右に移動させた場合の分類精度を示す．結
果より，CNN-AE 以外の AE では画像の変化量が増大する

図 18. 画像を左側から塗りつぶした場合の再現誤差

につれ分類精度は低下した．CNN-AE は N=10 程度までは
対応できていたが，それ以上の変化には対応出来なかった．
再現誤差は変化量が N=9～12 の場合をピークとし，その後
減少した．再現誤差の変化には AE の種類によって違いが
みられ，ノード間結合に CNN が用いられている CNN-AE
と DCIGN-VAE は再現誤差の増加割合は他の AE と比較す
ると，少ないことが分かる．

図 19. 画像を左側から塗りつぶした場合の分類精度
4.3 ベースライン手法との比較
センサネットワークにおいて，分類を行わずにデータの
圧縮のみを行い，通信量を削減する手法が考えられる．そ
こで，提案手法の再現精度と AE を次元圧縮によるデータ
図 16. 画像を右に移動させた場合の再現誤差

削減器のみとして使用した場合の再現精度との比較を行う．
また，同様の条件において圧縮などの加工を行っていない
データを使用した場合の分類精度と提案手法の分類精度と
の比較を行う．これにより，センサで分類を行った場合と
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同程度の分類が可能であることを示し，AE を使用した場
合のデータ圧縮と同程度の復元が可能であることを確認す

4.4 使用ラベルの変化と認識精度の変化

る．ここで，比較手法 1 として，AE でデータを圧縮し，AE

次に，提案手法において分類に使用するラベルを変化さ

の出力から分類を行うモデルを構築する．また，比較手法

せた場合の分類精度の変化を調査する．実験では，使用し

2 として入力データから直接分類を行うモデルを構築する．

たラベル以外は使用するラベルの最大値よりも 1 つ大きい

この比較手法 1，2 と提案手法とで比較実験を行う．なお，

ラベルに分類した．具体的には，ラベル番号 0～5 を使用す

比較手法 1 及び比較手法 2 には単純な CNN モデルを使用

る場合では，ラベル番号 6～9 はすべてラベル番号 6 とし

する．図 20 に比較手法 1 のモデルを示し，図 21 に比較手

て扱い，全体として 7 種類のラベルを使用した．ラベルを

法 1，2 で使用した分類器のモデルを示す．図 21 において，

変化させた場合でも AE の再学習は行わず，エンコーダ・

分類器の入力は，比較手法 1 では AE の出力（図 20 の output）

デコーダの重みは実験中で 1 度しか学習を行わない．本実

データとなり，比較手法 2 では元の入力データである．

験では，エンコーダ・デコーダの重みは全ての場合で固定

表 1 に提案手法と比較手法 1，2 の符号化率と再現誤差，

し，調査を行った．結果を表 2 に記す．

分類精度を示す．実験結果より，提案手法は比較手法 1，2

実験の結果より，エンコーダ・デコーダの重みを更新す

と同等の再現精度と分類精度を得ることできたことが分か

ることなく，使用ラベル数を増加させた場合であっても認

る．

識精度に大きな変化はないことが分かる．
表 2. 4 種の提案手法での使用ラベルと分類精度の変化
モデル

使用ラベル

使用ラベル

使用ラベル

（0～6）

（0～7）

（0～8）

0.9762

0.9755

0.9667

0.9388

0.9573

0.9496

0.9715

0.9744

0.9711

0.9828

0.9824

0.9807

FC-AE
図 20. 比較手法 1 における AE モデル

（𝑁ℎ =392，
𝑁𝑐 =40）
CNN-AE
（𝑁ℎ =6272，
𝑁𝑐 =98）
FC-VAE
（𝑁ℎ =392，
𝑁𝑐 =40）

図 21. 比較手法 1 と比較手法 2 における分類モデル

DCIGN-VAE
（𝑁ℎ =784，

表 1. 5 種の提案手法と 2 種の比較手法の比較
モデル
FC-AE

𝑁𝑐 =40）

符号化

再現

分類

率

誤差

精度

20.40816

0.00675

0.96890

5.1 提案手法同士の比較

（Nℎ =392， N𝑐 =40）
CNN-AE

50.00000

0.00617

の構成手法によって再現誤差に差があることが分かる．
20.40816

0.01184

0.972704

20.40816

0.00376

0.97980

20.40816

0.01207

CNN と同程度の再現誤差となる．符号化率と分類精度の関

—

係をみると符号化率が 10％よりも大きい場合はすべての

（Nℎ =196， N𝑐 =40）
比較手法 1

65.30612

0.01202

0.98130

提案手法の分類精度には大きな差はない．よって，符号化
率 を 低 く し つ つ 分 類精 度 と再 現 精 度 を 高 く と る場 合 は

（N𝑐 =128）
比較手法 2

い．DCIGN (CNN+FC) の場合は符号化率が 10％以下場合
は他の FC と大きな差はないが，それよりも高い場合は

（Nℎ =784， N𝑐 =40）
FC-CVAE

CNN を使用した場合は符号化率が高いが再現誤差は小さ
く，FC を使用した場合は符号化率が低いが再現誤差も大き

（Nℎ =392， N𝑐 =40）
DCIGN-VAE

提案手法のモデル間には，図 12 に示されている通り AE

0.96170

（Nℎ =6272，N𝑐 =98）
FC-VAE

5. 考察

—

—

0.99320

DCIGN-VAE を使用すればよいと考えられる．一方で，図
16～図 19 に示されている通り画像を変化させた場合の汎
化性能（対応能力）では CNN-AE が最も優れている．これ
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は，CNN が 2 次元ノードにおいて，自身の上下左右のノー

め，特に多数のセンサから同時にデータを収集した際に，

ドを参照するため，ある程度の画像の変形を吸収できるた

センタ側での負荷の軽減が期待できる．

めだと考えられる．一方で FC-AE や FC-VAE などでは学習
データと変形テストデータとの差を吸収しきれずに大きな

6. まとめ

誤差を出してしまう．これは，画像の変形時に 1 次元ノー

本研究では，AE を使用した通信量の削減と AE 中間層か

ド配列では画像の変形による差を吸収できないため，誤差

らの分類を同時に行うことにより，分類モデルの再学習が

が大きくなりやすいと考えられる．特に FC-CVAE ではラ

容易なセンサ−センタ間通信モデルの提案とその評価を行

ベルデータ（正常データ）と画像データ（変形データ）の

った．提案手法では，先行研究で行われているセンサネッ

組み合わせが入力されるため，他の手法よりも汎化性能が

トワークモデルの省電力化などの技術と比較し，センサネ

低くなると考えられる．よって，5 種の提案手法で比較し

ットワークの使用者のニーズの変化に対応した分類モデル

た場合，符号化率を低くする場合では DCIGN-VAE を使用

の再学習が可能である点が優れている．
さらに本研究では，画像センサの使用を想定して MNIST

し ， 符 号 化 率 よ り も再 現 精度 や 汎 化 性 能 を 求 める 場 合
CNN-AE を使用すればよい．

データセットを使用し，5 種類の AE の構築モデルについ

5.2 提案手法とベースライン手法の比較

て調査を行い，それぞれの比較を行った．その後，AE を使

4.3 節の実験結果より，FC-AE，CNN-AE，FC-VAE，DCIGN-

用した場合における 2 種類のベースライン手法との比較を

VAE の再現誤差は比較手法 1 の再現誤差よりも小さく，

行った．実験結果より，5 種類の AE では通信を行うデー

FC-CVAE と比較手法 1 の再現誤差はほぼ同等であること

タの符号化率において DCIGN-VAE が優れ，再現精度と分

が示された．このことから，提案手法はベースライン手法

類精度，汎化性能において CNN-AE が優れていた．また，

と同等の再現精度があると言える．また，比較手法 1，2 で

5 種類の AE はベースライン手法と比較し，再現精度と分

の分類精度はすべての AE よりも高い．しかし，その差は

類精度は同等であることが分かった．これより，提案手法

0.01～0.02 程度であり，比較手法 1，2 と，おおよそ同等の

はベースライン手法と同等の働きができるといえる．最後

認識精度を持つと考える．

に，使用するラベル数を変化させた場合の認識精度の変化

これらより，提案手法はベースライン手法（比較手法 1，

を調査し，使用ラベル数が増加した場合でも分類器のみの

2）と同等の再現精度や分類精度を持つ．そのため，実セン

再学習で，分類精度が変化しないことを示した．これらの

サネットワークに搭載した場合でもベースライン手法と同

実験結果より，本論文の提案手法は画像センサを使用した

程度のパフォーマンスを発揮することが期待できる．

場合のセンサネットワークにおいて，データの圧縮と分類

5.3 ラベル数変化時の分類精度

を同時に行うことができ，ラベルの変化にも対応できるこ

本研究では，センサネットワークにおいて分類器のラベ

とを示した．
一方で，AE の性質により学習した入力と大きくかけ離

ルの追加／変更が可能となる手法の提案を行った．そこで，
4.4 節では MNIST データセットのラベルを変化させた場

れたデータが入力された場合，再現精度や分類精度は著し

合においての分類精度の変化を調査した．実験結果より，

く低下してしまう．実際のセンサネットワークモデルに適

ラベルが変化した場合でも，分類精度に大きな変化がない

応した場合を想定すると，通常の入力は学習した入力確率

ことが分かった．これより，実センサネットワークにおい

分布に従うことが想定されるが，様々な原因により突発的

てラベルの追加／変更を行った場合でも，分類精度が大き

に確率分布を逸脱した入力がされる場合がある．そのため，

く変化しないことが期待できる．

今後はその例外への対応をする必要がある．
さらに，本論文では，画像センサを想定した MNIST を用

5.4 既存の圧縮技術と比較した提案手法の利点
本論文では，画像センサを例として提案手法の有効性を

いた実験結果についてのみ報告したが，実際のセンサネッ

調査したが，AE は画像センサに限られたモデルではない．

トワークにおいては，気温や湿度のような単純なセンサデ

そのため，温度や湿度といった単純なセンサデータ，加速

ータ，音声などさまざまな種類のセンサデータが存在し得

度やジャイロのようなモーションセンサデータ，音声デー

る．今後，このような実際のセンサネットワークでの利用

タなども同じ枠組みで扱うことができる．さらにこれらを

を想定しさらに検討を進めていく予定である．

複合的に扱いマルチモーダルセンサデータから識別を行う
参考文献

ことも可能である．
また，特に VAE を使った場合に，扱うデータに特化した
圧縮手法となるために，画像の場合には JPEG などの一般
的な圧縮手法よりも優れた圧縮性能を示す可能性もあるが，
必ずしも圧縮の性能がよくなるとは限らない．一方で提案
手法は，AE の中間層を入力とした分類器で識別を行うた

[1] Hinton, G. E. and Salakhutdinov, R. R.: Reducing the Dimensionality
of Data with Neural Networks, Science, Vol.313, No.5786, pp.504507, 2006.
[2] Gupchup, J., Terzis, A., Burns, R. and Szalay, A.: Model-Based Event
Detection in Wireless Sensor Networks, in Proceedings of the
Workshop on Data Sharing and Interoperability on the World-Wide
Sensor Web, 2008.

ⓒ2018 Information Processing Society of Japan

― 1515 ―

[3] Wu, X. and Liu, M.: In-situ soil moisture sensing: Measurement
scheduling and estimation using compressive sensing,
in
Proceedings of ACM/IEEE 11th International Conference on
Information Processing in Sensor Networks (IPSN’12), pp.1-11,
2012.
[4] Dutta, P., Grimmer, M., Arora, A., Bibyk, S. and Culler, D.: Design
of a wireless sensor network platform for detecting rare, random, and
ephemeral events, in Proceedings of the 4th international symposium
on Information processing in sensor networks (IPSN '05), Article
No.70, 2005.
[5] Keally, M., Zhou, G. and Xing, G.: Watchdog: Confident Event
Detection in Heterogeneous Sensor Networks, in Proceeding of RealTime and Embedded Technology and Applications Symposium,
pp.279-288, 2010.
[6] Choochotkaew, S., Yamaguchi, H., Higashino,, T., Shibuya, M. and
Hasegawa, T.: EdgeCEP: Fully-Distributed Complex Event
Processing on IoT Edges, in Proceedings of International Conference
on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS)，2017.
[7] 深津 時広：農業分野におけるセンサネットワーク技術の利用
と課題，The journal of the Institute of Electronics, Information and
Communication Engineers, Vol.97, No.8, pp.688-694, 2014.
[8] Kingma, D. P. and Welling, M.: Auto-Encoding Variational Bayes,
arXiv:1312.6114 [stat.ML], 2014.
[9] Kulkarni, T. D., Whitney, W., Kohli, P. and Tenenbaum, J. B.: Deep
Convolutional Inverse Graphics Network, Advances in Neural
Information Processing Systems (NIPS'15), Vol.28, pp.2539-2547,
2015.
[10] Goodfellow, I. J., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley,
D., Ozair, S., Courville, A. and Bengio, Y.: Generative Adversarial
Nets, arXiv:1406.2661 [stat.ML], 2014.
[11] Kingma, D. P., Mohamed, S., Jimenez Rezende, D. and Welling, M.:
Semi-supervised Learning with Deep Generative Models, Advances
in Neural Information Processing Systems (NIPS’14), Vol.27,
pp.3581-3589, 2014.
[12] Doersch,
C.:
Tutorial
on
Variational
Autoencoders,
arXiv:1606.05908 [stat.ML], 2016.

ⓒ2018 Information Processing Society of Japan

― 1516 ―

