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デバイスのバージョン

AWS DeepLens とは?

AWS DeepLens は深層学習に対応したビデオカメラです と統合されています。複数の AWS 機械学習サー
ビスおよび、AWS クラウドからプロビジョニングされたデプロイ済みモデルに対してローカルで推論を実
行できます。深層学習モデルに基づくコンピュータビジョンアプリケーションを開発するための最新の人
工知能 (AI) ツールとテクノロジーを学習し、探査できます。

機械学習の初心者のお客様は、AWS DeepLens を使用し、深層学習サンプルプロジェクトに基づく実践的
なチュートリアルを通じて、深層学習について学習できます。各サンプルプロジェクトには、事前トレー
ニング済みのモデルおよび簡単な推論関数が含まれています。

熟練した開業医として、つかいますそのAWS DeepLens開発環境畳み込みニューラルネットワーク (CNN) 
モデルをトレーニングし、このモデルを含むコンピュータビジョンアプリケーションプロジェクトをAWS 
DeepLensデバイス。このモデルは、Caffe、MXNet、TensorFlow を含む、サポートされている任意の深層
学習フレームワーク (p. 36)でトレーニングできます。

AWS DeepLens ベースのコンピュータビジョンアプリケーションプロジェクトを作成して実行するには、
通常、以下の AWS のサービスを使用します。

• SageMaker サービスを使用して、CNN モデルをトレーニングおよび検証するか、事前トレーニング済
みのモデルをインポートします。

• AWS Lambda サービスを使用してプロジェクト関数を作成し、モデルに対してカメラフィードからのビ
デオフレームの推論を実行します。

• AWS DeepLens サービスを使用して、モデルと推論関数で構成されるコンピュータービジョンアプリ
ケーションプロジェクトを作成します。

• を使用するAWS IoT Greengrassアプリケーションプロジェクトと Lambda ランタイムをAWS 
DeepLensデバイス、ソフトウェアや設定の更新に加えて。

つまり、これらの AWS のサービスに対する適切なアクセス許可を付与する必要があります。

トピック
• AWS DeepLens デバイスのバージョン (p. 1)
• AWS DeepLensハードウェアウォールe (p. 2)
• AWS DeepLens ソフトウェア  (p. 6)

AWS DeepLens デバイスのバージョン
次のトピックでは、の機能と相違点について説明します。AWS DeepLensそしてAWS DeepLens2019 
Edition (v1.1) デバイス。

トピック
• AWS DeepLens デバイス (p. 2)
• -AWS DeepLens2019 Edition (v1.1) デバイス (p. 2)
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AWS DeepLens デバイス

AWS DeepLens デバイス
AWS re: Invent 2017 で最初に導入された、AWS DeepLens端末利用可能になった2018年6月14日に米国市
場に参戦した。

ハードウェア仕様の詳細については、eeAWS DeepLensハードウェアウォールe (p. 2)。

-AWS DeepLens2019 Edition (v1.1) デバイス
-AWS DeepLens2019年版（v1.1）デバイスは、2019年7月10日に一般公開されましたUK,ドイツ,フラン
ス,スペイン,イタリア,日本,カナダ同様です私たち市場。

-AWS DeepLens2019 版 (v1.1) デバイスには、次のハードウェアの改善が含まれています。

• 初期デバイスのセットアップが簡素化されて、SoftAP ワイヤレス接続ではなく、USB-USB ケーブル接
続になりました。

ハードウェア仕様の詳細については、AWS DeepLensハードウェアウォールe (p. 2) を参照してくださ
い。

AWS DeepLensハードウェアウォールe
AWS DeepLens デバイスの仕様は次のとおりです。

• 4 メガピルセルカメラ – MJPEG (Motion JPEG) 搭載
• 8 GB のオンボードメモリ
• 16 GB のストレージ容量
• 32 GB の SD (Secure Digital) カード
• Wi-Fi サポート (2.4 GHz および 5 GHz 標準デュアルバンドネットワーキング)
• マイクロ HDMI ディスプレイポート
• オーディオ出力および USB ポート
• 消費電力: 20 W
• 入力電源: 5V および 4A

次の図は、AWS DeepLens ハードウェアの前面と背面を示しています。
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ハードウェア

次の図は、の前面と背面を示しています。AWS DeepLens2019 版 (v1.1) ハードウェア。
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ハードウェア

デバイスの前面で、電源ボタンは下部に配置されています。その上に、デバイスのステータスを表す 3 つ
の LED インジケータがあります。

• [電源のステータス] は、デバイスの電源がオンかどうかを示します。
• [Wi-Fi] は、デバイスがセットアップモード (点滅) か、ホームまたはオフィスネットワークに接続中 (点

灯) か、インターネットに接続されていない (オフ) かを示します。
• [カメラのステータス] は、オンの場合、プロジェクトがデバイスに正常にデプロイされ、実行中である

ことを示します。それ以外の場合、LED ライトはオフになります。

デバイスの背面では、以下にアクセスできます。

• あるmicroデータの保存と転送のためのSDカードスロット。
• マイクロ HDMI - HDMI ケーブルを使用して、デバイスにディスプレイモニタを接続するためのマイクロ 

HDMI スロット。
• USB ポート:

• AWS DeepLens: USB マウスとキーボード、およびその他の USB 対応アクセサリをデバイスに接続す
るための、2 つの USB 2.0 スロット。

• AWS DeepLens2019年版 (v1.1): 登録専用の、もう 1 つは USB マウスとキーボード、およびその他の 
USB 対応アクセサリをデバイスに接続するための、2 つの USB 3.0 スロット。
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ソフトウェア

Note

次のいずれかAWS DeepLens2019 版 (v1.1) の USB スロットは登録専用です。
• デバイスをアクセスポイントとして利用して、ご使用のノートパソコンをデバイスに接続し、デバイス

を設定できるようにするセットアップモードにデバイスを切り替えるための、リセットピンホール。
• スピーカーまたはイヤホンに接続するためのオーディオ端子。
• デバイスを AC 電源に接続するための電源コネクタ。

-AWS DeepLensカメラは、インテル® Atom プロセッサを使用します。このプロセッサは、1,000 億の浮
動小数点演算/秒 (GFLOPS) を処理できます。これにより、デバイスで推論を実行するために必要なすべて
の処理能力が確保されます。マイクロ HDMI ディスプレイポート、オーディオ出力、および USB ポート
を使用して周辺機器を取り付けることで、創造的なコンピュータビジョンアプリケーションを構築できま
す。

AWS DeepLens は登録してすぐに使用できます。最初にサンプルプロジェクトをデプロイし、これをテ
ンプレートとして使用して、独自のコンピュータビジョンアプリケーションを開発することをお勧めしま
す。

AWS DeepLens ソフトウェア
AWS DeepLens デバイスは、次のフレームワークの最新バージョンのソフトウェアを使用します。

• AWS DeepLens デバイスの両方のハードウェアバージョン (1.0 と 1.1) は、Python 2.7 と Python 3.7 を
サポートしています。

• サポートされている深層学習 AI アーキテクチャは、MXNet 1.6.0 と TensorFlow 1.4 です。

6



AWS DeepLens デベロッパーガイド
プロジェクトのワークフロー

How AWS DeepLens works
デプロイされた AWS DeepLens プロジェクトの基本的なワークフローと、AWS DeepLens でサポートさ
れているモデリングフレームワークについて説明します。

AWS DeepLens プロジェクトのワークフロー
以下の図は、デプロイされた AWS DeepLens プロジェクトの基本的なワークフローを示しています。

1. AWS DeepLens の電源をオンにすると、動画ストリームがキャプチャされます。
2. AWS DeepLens は、2 つの出力ストリームを生成します。

• デバイストリーム— 処理されずに渡される動画ストリーム。
• プロジェクトストリーム— モデルによる動画フレームの処理結果

3. Lambda 推論関数は未処理の動画フレームを受け取ります。
4. Lambda 推論関数からプロジェクトのディープラーニングモデルに未処理のフレームが渡されて処理さ

れます。
5. Lambda 推論関数は、モデルから処理済みのフレームを受け取ってプロジェクトストリームに渡しま

す。

詳細については、「AWS DeepLens 出力ストリームの表示 (p. 43)」を参照してください。

サポートされているモデリングフレームワーク
AWS DeepLens を使用して、サポートされている深層学習モデリングフレームワークでプロジェクトモデ
ルをトレーニングします。このモデルは AWS クラウドまたはその他の場所でトレーニングできます。現
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モデリングフレームワーク

時点では、AWS DeepLens は Caffe、TensorFlow、Apache MXNet の各フレームワークに加えて、Gluon 
モデルをサポートしています。詳細については、AWS DeepLens でサポートされる機械学習フレームワー
ク (p. 36)を参照してください。
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デバイスの登録

AWS DeepLens の使用の開始
次の手順では、AWS DeepLens を安全に接続し、最初のモデルをデプロイする手順を説明します。AWS 
DeepLens デバイスを使用して 10 分で通常のオブジェクトを識別できる簡単なプロジェクトを開始しま
す。準備ができたら、より困難な猫識別チュートリアルをお試しください。このチュートリアルは、独自
のカスタムプロジェクトを作成するためのワークフローのテンプレートです。

Note

AWS DeepLens コンソールおよびその他の AWS のサービスを使用するには、AWS アカウント
が必要です。アカウントをまだ作成していない場合は、aws.amazon.com にアクセスし、[AWS 
アカウントの作成] を選択します。詳細な手順については、「AWS アカウントの作成とアクティ
ブ化」を参照してください。

AWS アカウントを作成したら、AWS DeepLens アカウントまたはユーザー認証情報を使用して AWS コ
ンソールにサインインします。このセクションのトピックでは、AWS DeepComposer コンソールにサイ
ンインしていることを前提としています。

トピック
• AWS DeepLens デバイスの登録 (p. 9)
• サンプルモデルの作成とデプロイ (～10 分) (p. 33)

AWS DeepLens デバイスの登録
AWS DeepLens デバイスでディープラーニングコンピュータビジョンアプリケーションを実行するには、
最初にデバイスを AWS に登録する必要があります。その登録後、AWS クラウド内に AWS DeepLens プ
ロジェクトを作成できます。プロジェクトを登録済みデバイスにデプロイし、デバイスソフトウェアと設
定を更新することもできます。

登録プロセスは AWS DeepLens ハードウェアのバージョンごとに異なります。最初にc下部に印字されて
いるハードウェアのバージョンを確認します。AWS DeepLensデバイス。
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登録AWS DeepLens2019 (v1.1) 
デバイス (v1.1) デバイス (v1.1)

Tへん, 次のリンクのいずれかを選択し、バージョン固有の手順に従います。。

デバイスを選択する
• 登録AWS DeepLens2019 (v1.1) デバイス (v1.1) デバイス (v1.1) (p. 10)
• 登録おれのAWS DeepLensデバイス (v1) (p. 20)

登録AWS DeepLens2019 (v1.1) デバイス (v1.1) デバ
イス (v1.1)
の登録AWS DeepLens2019 版 (v1.1) デバイスでは、次のタスクを実行します。

1. デバイスをコンピュータに接続します。
2. デバイスのシリアル番号を確認します。
3. デバイスのインターネット接続を設定します。
4. AWS クラウドにデバイス表現を作成します。
5. デバイスの設定を更新します。

各タスクの詳細な手順については、以下のセクションに従ってください。

Note

この手順は次のとおりです。に申請する AWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスのみ。次の操作を
実行できます。検証します下部にあるハードウェアバージョンAWS DeepLensデバイス。見えた
らHW v1.1の場合、端末はその AWS DeepLens2019年版 (v1.1)v1.1。その場合は、次に進むこと
ができます。このセクションの手順に従います。。それ以外の場合は、「the section called “AWS 
DeepLens デバイス (v1) の登録” (p. 20)」を参照してください。

トピック
• ConnectAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスをコンピュータに接続する (p. 10)
• 検証するAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスのシリアル番号 (p. 13)
• ConnectAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスをインターネットに接続する  (p. 14)
• の名前を挙げるAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスと登録を完了する (p. 16)
• の閲覧または更新AWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスの設定 (p. 19)

ConnectAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスをコンピュータに接
続する
コンピュータを使用して登録するにはAWS DeepLens2019 版 (v1.1) デバイスでは、まずデバイスをコン
ピュータに接続する必要があります。デバイスをコンピュータに接続するには、以下の手順に従います。
手順の方法「」セクション。

Note

また、モニタ、マウス、キーボードを使用してデバイスに直接接続する (p. 13)こともできま
す。

を接続するにはAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスをコンピュータに接続する

1. にサインインします。AWS Management ConsoleにとってAWS DeepLensでhttps:// 
console.aws.amazon.com/deeplens/home?region=us-east-1#firstrun。
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2. [デバイスの登録] を選択します。

Note

[デバイスの登録] ボタンが表示されない場合は、メインナビゲーションペインで [デバイス] 
を選択します。

3. Eclipse ハードウェアバージョンを選択するで、HW v1.1のためにAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイ
ス。[スタート] を選択して、登録を開始します。

4. [Connect your device to your computer (デバイスをコンピュータに接続)] ページで、デバイスの電源
を入れる手順に従ってから、USB - USB ケーブルの一端をコンピュータの USB ポートに、もう一端
をデバイス背面にある [REGISTRATION (登録)] USB ポートに差し込んで、デバイスとコンピュータ
を接続します。続いて、[Next] (次へ) を選択します。
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5. [Device USB connection (デバイス USB 接続)] のステータスが [Connected (接続済み)] になり、接続
が完了したら、[Next (次へ)] を選択します。
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に接続します。あなたのAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスを使用してあるマウ
ス,キーボードとキーボード

コンピュータを使用してに接続する代わりにAWS DeepLens2019 版 (v1.1) デバイス、モニタを使用
してデバイスに直接接続することもできますμHDMI-HDMIケーブル、USBキーボード,そしてUSBマウ
ス。Ubuntu のログイン認証情報の入力を求められます。これが初めての場合君がいたログgedデバイス
に接続するこの方法を使う「」と入力します。aws_camにとってUsernameそしてaws_camにとってパス
ワード。プロンプトが表示されたら、パスワードをリセットします。セキュリティ上の理由から、強力な
パスワードを使用してください。。以降のログインでは、[Password (パスワード)] に新しいパスワードを
入力します。

検証するAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスのシリアル番号
デバイスをコンピュータに接続したら、AWS DeepLensコンソールe検証しますsデバイスがバージョン 
1.1 であることを確認するためのデバイスシリアル番号 (DSN)
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を検証するにはAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイス

1. デバイスシリアル番号の末尾 4 桁をメモしておきます。この番号はデバイスの底面に印刷されていま
す。

2. [Validate your device (デバイスの検証)] ページで、デバイスシリアル番号の末尾 4 桁を入力します。
3. [Next] (次へ) を選択します。

ConnectAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスをインターネットに
接続する
デバイスが検証されたら、AWS DeepLens2019 (v1.1) インターネットに接続されたデバイス。次の操
作を実行できます。nワイヤレス (Wi-Fi) ネットワークまたは有線 (Ethernet) ネットワークを使用しま
す。Ethernet ネットワークでは、Ethernet - USB アダプタを使用する必要があります。インターネット接
続により、デバイスの登録中に必要なソフトウェア更新を受け取ることができます。

ここでは、Wi-Fi 経由でのインターネット接続の設定を示します。

インターネット接続を設定するにはAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイス over Wi-Fi

1. リポジトリの []デバイスのインターネット接続を設定する[] ページでWi-Fi ネットワーク下ネットワー
クタイプ。

2. [Wi-Fi network name (SSID) (Wi-Fi ネットワーク名 (SSID))] からネットワークを選択し、[Wi-Fi のパ
スワード] にネットワークパスワードを入力してから、[接続] を選択します。
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3. デバイスがインターネットに接続されるまで待ちます。ステータス下Wi-Fi ネットワークの詳細になり
ますオンライン。選択ソフトウェアの更新プログラムをインストールする下ソフトウェアの更新が必
要。
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4. ソフトウェアの更新が完了するまで待ちます。とし、 c選ぶ次。

の名前を挙げるAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスと登録を完
了する
後AWS DeepLens2019 版 (v1.1) デバイスがインターネットに接続され、そのソフトウェアが更新された
ら、以降の参照用にデバイスに名前を付け、AWS に対するアクセス許可の付与に同意して、登録を完了し
ます。

の名前を付けるにはAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイス登録を完了する

1. [Name your device (デバイスの名前付け)] で、デバイスに名前を付けます。
2. [Permissions (アクセス許可)] で、[I agree that required IAM roles containing necessary permissions 

be created on my behalf (必須のアクセス許可を含む必要な IAM ロールが作成されることに同意しま
す)] チェックボックスをオンにします。

3. [デバイスの登録] を選択して、登録を完了します。
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デバイスの登録が進行中になります。非同期プロセスには、以下のタスクが含まれます。

• デバイスは、指定された Wi-Fi ネットワークを介してクラウド内の AWS DeepLens サービスと通信しま
す。

• AWS DeepLens サービスには、AWS に対する必須のアクセス許可を含む必要な IAM ロールが作成され
ています。

• AWS クラウドは AWS IoT およびその他の AWS のサービスを使用してデバイス表現を作成します。
• デバイスは AWS クラウドからアカウントの AWS 証明書をダウンロードします。

次のことを確認してください。AWS DeepLens2019 (v1.1) デバイス登録

登録が完了したら、デバイスの登録ステータスを調べて、デバイスの登録が成功したことを確認します。

を検証するにはAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイス登録

1. デバイスの登録が完了するまで待ちます。次のことを確認してください。登録ステータス下デバイス
ステータスショー登録済み。
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2. オプションで、MQTT トピック ID を書き留めます (例:$aws/things/
deeplens_ctsbnnqxt0mmx45hglj4da/推測) の下に表示されるプロジェクト出力。デプロイされたプロ
ジェクトの出力をに表示するには、この ID が必要になります。AWS IoTconsole.
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の閲覧または更新AWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスの設定
デバイスを正常に登録したら、デバイス設定を表示または更新できます。

を表示または更新するにはAWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスの設定

1. AWS DeepLens コンソールの [正常に登録されたデバイスの詳細] ページで、[Edit device settings (デ
バイス設定の編集)] を選択します。

2. USB-USB ケーブルを介してデバイスがコンピュータに接続されていることを確認します。。 。
3. EclipseデバイスをコンピュータConnect するで、次。
4. 後デバイス USB 接続ステータスが次のようになりますConnectedで、次再びをクリックして、[] を開

きます。デバイス設定ページで.

5. デバイスのインターネット接続に別のネットワークを使用するには、編集にネットワークの詳細。選
択ネットワークタイプ、Wi-Fi ネットワークを選択し、パスワードを入力し、それから選ぶ接続。

6. デバイスへの SSH 接続を有効にして SSH パスワードを設定するには、編集にSSH サーバ。選択 の
有効化、パスワードを作成して確認してから、それから選ぶ変更の保存。

7. ブラウザでデバイスからのビデオ出力の表示を有効にするには、1 つ以上のサポートされているブラ
ウザ用に、必要なビデオストリーミング証明書をインストールします。

a. Eclipseブラウザを選択します。, サポートされているブラウザを選択する。を使用する場合の
例Firefox (Windows、MacOS Sierra 以降、Linux)。

b. [Download streaming certificate (ストリーミング証明書をダウンロード)] を選択して、証明書をコ
ンピュータに保存します。

c. 残りをフォローする歩数ダウンロードしたストリーミング証明書をブラウザにインポートしま
す。

Note

次のことを確認してください。つかいますDeepLens証明書のパスワード (プロンプトが
表示されたら)。
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証明書が正しくインストールされていることを確認するには、手順に従います。提供された
にブラウザでの AWS DeepLens 2019 Edition (v1.1) デバイスからのビデオストリームの表
示 (p. 43)。

メトリックおれは終わりましたデバイス設定の表示または更新では、デバイスをコンピュータから切断で
きますを使用してAWS DeepLens。

登録おれのAWS DeepLensデバイス (v1)
以降で提示された指示は、元の AWS DeepLens デバイス (v1 とも呼ばれる) に適用されます。ハードウェ
アバージョンは AWS DeepLens デバイスの底面に印刷されています。底面に HW v1.1 が印刷されていな
ければ、そのデバイスは元の AWS DeepLens エディションです。その場合は、続行できます。このセク
ションの手順に従います。。それ以外の場合は、「the section called “登録AWS DeepLens2019 (v1.1) デ
バイス (v1.1) デバイス (v1.1)” (p. 10)」を参照してください。

登録プロセスには、次のタスクの実行が関連します。一部のタスクは AWS クラウド上で実行され、その
他のタスクは AWS DeepLens デバイスで実行されます。

• デバイスに名前を付け、AWS DeepLens サービス内で識別できるようにします。
• ビルドとデプロイのための IAM アクセス権限を付与するAWS DeepLensディープラーニングコンピュー

タビジョンアプリケーション用のプロジェクト。
• デバイスのセキュリティ証明書をダウンロードします。この証明書は、AWS DeepLens サービスによっ

てリクエストに応じて AWS IoT により生成されます。後でデバイスをセットアップするときに、この証
明書をデバイスにアップロードする必要があります。

• AWS DeepLens デバイスの AWS IoT のモノの表現を作成します。これは、AWS DeepLens サービスに
よってリクエストに応じて AWS IoT Greengrass により行われます。

• デバイスのセットアップモードを有効にし、コンピュータをデバイスのローカル Wi-Fi (AMDC-NNNN と
も呼ばれます) ネットワークに参加させます。これにより、デバイスのローカルウェブサーバーでホス
トされるウェブアプリケーションとして、デバイスセットアップアプリケーションを呼び出すことがで
きます。

• デバイス上でデバイス設定アプリケーションを起動して、以下を実行します。
• インターネットへのデバイスのアクセスを構成します。
• AWS で生成されたセキュリティ証明書を AWS クラウドのデバイスにアップロードし、デバイスを認

証します。
• ハードウェアモニター、マウス、キーボードを使用してデバイスにサインインするためのデバイス

ログインパスワードを作成するか、同じホームネットワークまたはオフィスネットワーク内のコン
ピュータから SSH クライアントを使用します。

AWS DeepLens デバイスには、aws_cam のデフォルトのパスワードを使用します。このデフォルトのデ
バイスパスワードを使用すると、μ登録前でも、USB-USB ケーブル、USB マウス/USB キーボード セキュ
リティ上の理由から、このパスワードは、より複雑なフレーズの強力なパスワードで再設定する必要があ
ります。

トピック
• AWS DeepLens デバイス用に AWS アカウントを設定する (p. 21)
• AWS DeepLens デバイスの Wi-Fi ネットワークへの接続 (p. 24)
• AWS DeepLens デバイスのセットアップ (p. 28)
• AWS DeepLens デバイス登録のステータスの確認 (p. 33)
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AWS DeepLens デバイス用に AWS アカウントを設定する
AWS DeepLens デバイス用に AWS アカウントを設定するには、デバイスの名前付け、AWS に対するア
クセス許可の付与、AWS によって認証されるデバイス用の証明書のダウンロードが必要です。

AWS DeepLens デバイス用に AWS アカウントを設定するには

1. にサインインします。AWS Management ConsoleにとってAWS DeepLensでhttps:// 
console.aws.amazon.com/deeplens/home?region=us-east-1#firstrun。

2. [デバイスの登録] を選択します。[デバイスの登録] ボタンが表示されない場合は、メインナビゲー
ションペインで [デバイス] を選択します。

3. リポジトリの []ハードウェアバージョンを選択するダイアログウィンドウで、HW v1ラジオボタン
AWS DeepLensデバイス。次に、[Start (開始)] を選択します。

4. 左デバイスにという名前を付けます。「」セクションAWS アカウントの設定[] ページで、名前 
(例:My-DeepLens-1)AWS DeepLensのデバイスデバイス名テキストフィールド。

デバイス名の最大長は 100 文字です。有効な文字は、a～z、A～Z、0～9、- (ハイフン) のみです。
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5. [証明書] セクションで、[証明書のダウンロード] を選択してデバイス証明書を保存します。

Important

ダウンロードしたデバイス証明書は .zip ファイルです。この証明書は解凍しないでくださ
い。
証明書は再利用できません。デバイスを登録するたびに新しい証明書を生成する必要があり
ます。

6. 証明書がダウンロードされたら、[次へ] を選択して、デバイスにホストされたデバイスセットアップ
アプリケーションを起動するために、デバイスの (AMDC-NNNN) Wi-Fi ネットワークへのコンピュータ
の参加に進みます。
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Note

特定の以前のバージョンのデバイスでは、レガシーのデバイスセットアップアプリでは、
ホームまたはオフィス Wi-Fi ネットワークの名前 (SSID) とパスワードには、特定の文字が含
まれていないことが想定されます。これには、スペース、バックスラッシュ (\)、一重引用符 
(')、二重引用符 (")、またはコロン (;) が含まれます。このようなデバイスをお持ちで、ホー
ムまたはオフィス Wi-Fi ネットワークの名前またはパスワードにこのような特殊文字が含ま
れている場合、ネットワーク接続の設定を試みると、レガシーのデバイスセットアップアプ
リはブロックされます。
このようなレガシーデバイスがある場合は、[次へ] を選択した後で、次に示すようなホーム
またはオフィス Wi-Fi ネットワークの要件を確認するモーダルダイアログが表示されます。

• ホームまたはオフィスネットワークの名前またはパスワードに特殊文字が含まれている場
合は、[Yes, my network has special characters (はい、ネットワークに特殊文字が含まれて
います)] を選択し、こちらのトラブルシューティングガイド (p. 119)に従って SSH セッ
ションを確立して、デバイスとインターネット間の Wi-Fi ネットワーク接続を設定しま
す。次に、その他のデバイス設定に進みます。その後、デバイスソフトウェアを最新バー
ジョンに更新します。

• ホームまたはオフィスネットワークの名前またはパスワードに特殊文字が含まれていない
場合は、[No, my network has no special characters (いいえ、ネットワークに特殊文字は含
まれていません)] を選択して、[Connect to your device (デバイスへの接続)] ページに移動
します (p. 24)。

最新のデバイスをお持ちの場合、またはデバイスソフトウェアが更新されている場合は、そ
のデバイスConnect。ページ (p. 24)選択後にモーダルダイアログなし次。
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AWS DeepLens デバイスの Wi-Fi ネットワークへの接続
AWS DeepLens デバイスをセットアップするには、最初にコンピュータをデバイスのローカル Wi-Fi ネッ
トワーク (デバイスの AMDC-NNNN ネットワークとも呼ばれます) に接続する必要があります。デバイスの
前面にある Wi-Fi インジケータ (中央の LED ライト) が点滅している場合、このネットワークはアクティブ
で、デバイスがセットアップモードになっています。これで、コンピュータをデバイスに接続する準備が
できました。

Note

また、外部モニタ、マウス、キーボードを使用してデバイスに直接接続する (p. 28)こともでき
ます。

デバイスを初めて設定する場合、デバイスは自動的にセットアップモードで起動され、コンピュータが
AMDC-NNNN ネットワークに参加する準備が整います。初期セットアップ後にデバイス設定を更新するに
は、デバイスのセットアップモードを明示的にオンにし (手順は以下を参照)、コンピュータをデバイスの 
Wi-Fi ネットワークに再度参加させる必要があります。セットアップを終了する前にデバイスのセットアッ
プモードが終了した場合は、同じ方法でコンピュータをデバイスに再接続する必要があります。

AWS DeepLens デバイスがセットアップモードで、コンピュータが Wi-Fi ネットワークのメンバーであ
る間は、デバイスセットアップアプリケーション (デバイスのローカルウェブブラウザでホストされた 
HTML ページ) を開き、デバイス設定を行うことができます。デバイスは最大 2 時間セットアップモード
になり、デバイスの設定を終了するのに十分な時間が与えられます。セットアップが完了するか、2 時
間を超えると、デバイスのセットアップモードが終了し、Wi-Fi インジケータは点滅しなくなります。次
に、AMDC-NNNN ネットワークが非アクティブ化され、コンピュータはネットワークから切断されて、
ホームまたはオフィスネットワークに再接続されます。

AWS DeepLens デバイスの Wi-Fi ネットワークに接続するには

1. デバイスの底部にある、デバイスの AMDC-NNNN ネットワーク SSID とパスワードをメモします。

2. AWS DeepLens デバイスを AC 電源に接続します。デバイスの前面にある電源ボタンを押してデバイ
スの電源を入れます。

24



AWS DeepLens デベロッパーガイド
AWS DeepLens デバイス (v1) の登録

3. デバイスがセットアップモードになるまで待ちます。セットアップモードになると、デバイスの前面
にある Wi-Fi インジケータ (中央の LED) が点滅し始めます。

Note

Wi-Fi インジケータが点滅しない場合、デバイスはセットアップモードではなくなっていま
す。もう一度デバイスのセットアップモードを有効にするには、デバイスの背面にあるピン
ホールにクリップを挿入します。カチッという音がしてから約 20 秒後に、Wi-Fi インジケー
タが点滅します。

4. コンピュータでネットワーク管理ツールを開きます。利用可能な Wi-Fi ネットワークのリストからデ
バイスの SSID を選択し、デバイスのネットワークのパスワードを入力します。SSID とパスワード
は、デバイスの底部にあります。デバイスの Wi-Fi ネットワークの SSID は、AMDC-NNNN の形式にな
ります。

Windows を実行しているコンピュータで、代わりにセキュリティキーを使用して接続するの代わり
にルータラベルから PIN を入力します（通常は 8 桁）デバイスの Wi-Fi パスワードを入力します。
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コンピュータをデバイスの Wi-Fi ネットワークに正常に接続すると、デバイスセットアップアプリケー
ションを起動してデバイスを設定 (p. 28)する準備が整います。

デバイスセットアップアプリを起動するには、次のいずれかを実行します。

• AWS DeepLens コンソールを使用した初期登録の場合は、[Connect to your device (デバイスに接続)] 
ページに移動し、[次へ] を選択します。
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• 初期登録後にデバイス設定を更新する場合は、ウェブブラウザのタブを開き、アドレスバーに http://
deeplens.amazon.net または http://deeplens.config を入力します。

Note

上記の URL が機能しない場合、AWS DeepLens デバイスには awscam ソフトウェアバージョ
ン 1.3.5 以前がインストールされている可能性があります。この場合は、デバイスのソフト
ウェアを更新してから、もう一度お試しください。
あるいは、http://deeplens.amazon.net または http://deeplens.config の代わり
に、AWS DeepLens デバイスのソフトウェアバージョンに応じて、以下のいずれかの URL を
使用してデバイスのセットアップページを開くことができます。
• AWS DeepLens ソフトウェアパッケージ (awscam) バージョンが 1.2.4 よりも前である場合

は http://192.168.0.1
• AWS DeepLens ソフトウェアパッケージ (awscam) バージョンが 1.2.4 以降である場合は
http://10.105.168.217

詳細については、「デバイスセットアップ URL (p. 122)」を参照してください。

モニタ、マウス、キーボードを使用して AWS DeepLens デバイスに接続する

コンピュータを使用してに接続することに加えてAWS DeepLensデバイスでは、モニタを使用してデ
バイスに直接接続することもできますμHDMI-HDMIケーブル、USBキーボードおよび/またはUSBマウ
ス。Ubuntu のログイン認証情報の入力を求められます。Enteraws_camにユーザー名。デバイスに初めて
ログインするときは、デフォルトのパスワードを使用します。aws_camにパスワード。その後、パスワー
ドを再設定するように求められます。セキュリティ上の理由から、複雑なフレーズの強力なパスワードを
使用してください。以降のログインでは、再設定したパスワードを使用します。

AWS DeepLens デバイスのセットアップ
AWS DeepLens デバイスを設定するときは、コンピュータがデバイスの AMDC-NNNN ネットワークに接続
されている間に、次のタスクを実行します。

• ホームまたはオフィスのワイヤレス (Wi-Fi) または有線 (Ethernet) ネットワークを通じてデバイスのイン
ターネット接続を有効にします。

• 「the section called “ デバイスの登録” (p. 9)」で説明したように、AWS によってプロビジョニングされ
たセキュリティ証明書をデバイスにアタッチします。

• SSH 接続または有線接続を含めて、デバイスへのログインアクセスをセットアップします。
• オプションで、デバイスからストリーミング証明書をダウンロードし、サポートされているブラウザで

プロジェクトのビデオ出力の表示を有効にします。

AWS DeepLens デバイスがセットアップモードを終了したためにご使用のコンピュータが AMDC-NNNN
ネットワークのメンバーではなくなった場合は、「the section called “デバイスへの接続” (p. 24)」の手
順に従って接続を確立し、もう一度デバイスのセットアップページを開いてから、先に進みます。

AWS DeepLens デバイスをセットアップするには

1. AWS DeepLens デバイスに、より新しいバージョンのソフトウェアがインストールされている場合、
次のタスクは求められません。スキップして下のステップ 2 に進みます。それ以外の場合は、[Device 
setup (デバイスのセットアップ)] ページに進みます。このページはデバイスへの接続 (p. 24)後に、
デバイスのインターネット接続のためホームまたはオフィスネットワークをセットアップする目的で
開きました。

a. []ステップ 1: ネットワークへのConnectで、からホームまたはオフィス Wi-Fi ネットワーク SSID 
を選択します。Wi-Fi ネットワーク ID選択します。Wi-Fi ネットワークのパスワードの入力
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あるいは、[Use Ethernet (Ethernet の使用)] を選択して、AWS DeepLens デバイスをインター
ネットに接続することができます。

b. [次へ] を選択して、デバイスをインターネットに接続します。
c. 次のページで、[Install and reboot (インストールと再起動)] を選択し、最新のソフトウェアをデバ

イスにインストールして、デバイスを再起動します。
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ソフトウェアアップデートがインストールされ、デバイスを再起動したら、コンピュータをデバ
イスの AMDC-NNNN ネットワークに再接続し、ウェブブラウザで http://deeplens.config に移動し
て、更新されたデバイスセットアップアプリケーションを開き、ステップ 2 に示すようにデバイ
スのその他のセットアップを完了します。

2. 更新されたソフトウェアがデバイスにインストールされたら、デバイスセットアップアプリケーショ
ン (http://deeplens.config など) を起動すると、次のようなブラウザページが開きます。
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[Connect your device to your home or office network (デバイスをホームまたはオフィスネットワーク
に接続)] セクションには、デバイスのインターネット接続のステータスが [オンライン] と表示されま
す。[編集] を選択し、別の Wi-Fi ネットワーク、またはマイクロ USB - イーサネットアダプタを使用
した有線ネットワークを選択して、インターネット接続を更新できます。それ以外の場合は、次のス
テップに進んで、その他のデバイス設定を完了します。

3. []セキュリティ証明書をアップロードして、AWS DeepLensAWS アカウントにの更新AWS DeepLens 
を設定する[] ページで、次の操作を行います。

a. [参照] を選択してファイルピッカーを開きます。
b. AWS DeepLens に対して AWS アカウントを準備 (p. 9)しているときにダウンロードしたセキュ

リティ証明書を見つけて選択します。
c. [Upload zip file (zip ファイルのアップロード)] を選択して、証明書をデバイスにアタッチします。

Note

デバイスに対してダウンロードしたセキュリティ証明書は、.zip ファイルです。解凍さ
れた証明書ファイルをそのままアップロードします。

初期登録の完了後のデバイスのセットアップでは、デバイスには以前の証明書がインストールされて
います。この場合は、[編集] を選択し、このステップの手順に従って新しい証明書をアップロードし
ます。

4. [Set a password to control how you access and update the device (デバイスにアクセスし、更新する
方法を制御するパスワードを設定する)] で、次のステップに従ってデバイスアクセスを設定します。

a. 初期登録で、[パスワードを作成する] にパスワードを入力します。パスワードは少なくとも 8 文
字で、少なくとも 1 つの数字、大文字、特殊文字 (例: *、&、#、$、%、@、!) が含まれている必
要があります。このパスワードは、SSH 接続を使用 (以下で有効にされている場合) するか、ハー
ド接続されたモニター、USB マウス、または USB キーボード (あるいはそのすべて) を使用して
デバイスにログインするために必要です。

b. [SSH サーバー] で、[有効化] または [無効化] を選択します。有効にすると、SSH により、Mac ま
たは Linux コンピュータで SSH ターミナルを使用するか、Windows コンピュータで PuTTY また
は別の SSH クライアントを使用して、デバイスにログインできます。

初期登録後の設定の更新については、[編集] を選択して、パスワードを更新する手順に従います。
5. オプションで、デバイスのセットアップページの右上隅にある [Enable video streaming (ビデオスト

リーミングの有効化)] を選択し、サポートされているブラウザを使用したプロジェクトビデオ出力の
表示を有効にします。初期登録では、このオプションをスキップし、AWS DeepLens の操作に慣れた
後でこれを有効にしてデバイス設定を更新することをお勧めします。

6. 設定を確認します。次に、[完了] を選択してデバイスのセットアップを完了し、デバイスの Wi-Fi 
ネットワークへの接続を終了します。必ず、コンピュータをホームまたはオフィスネットワークに接
続し直します。

Note

セットアップを正常に完了するため、AWS DeepLens デバイスがポート 8883 および 8443 
にアクセスできるようにし、ネットワークファイアウォールポリシーでブロックされないよ
うにします。
そのファイルにAWS DeepLens選択した後、デバイスのインターネット接続が繰り返される
オンとオフが繰り返される完了で、ホームまたはオフィス Wi-Fi ネットワークを再起動しま
す。

これでデバイス登録は終わりです。デバイスの登録ステータスを確認 (p. 33)してから、プロジェクトの
作成と AWS DeepLens デバイスへのデプロイに進みます。
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AWS DeepLens デバイス登録のステータスの確認
デバイスの設定が完了したら、[AWS DeepLens コンソールを開く] を選択して登録ステータスを確認しま
す。

デバイスの登録処理には数分かかります。登録が正常に完了すると、[登録ステータス] は [登録済み] に
変わります。プロセスが失敗した場合、[登録ステータス] は [失敗] になります。この場合、[登録解除] 
を選択して、登録をやり直します。登録が中断された場合、または不完全な場合、[登録ステータス] は 
[Awaiting credentials (認証情報待ち)] のままになります。この場合、デバイスの AMDC-NNNN Wi-Fi ネット
ワーク (p. 24)に再接続して、登録を再開します。

デバイスの [登録ステータス] と [Device status (デバイスのステータス)] がそれぞれ [登録済み]、および 
[オンライン] になったら、プロジェクトを作成し、AWS DeepLens デバイスにデプロイする準備が整いま
す。

サンプルモデルの作成とデプロイ (～10 分)
このチュートリアルでは、AWS DeepLens コンソールを使用して、AWS DeepLens プロジェクトを作成
するためのオブジェクトの検出サンプルプロジェクトテンプレート (p. 51)から AWS DeepLens プロ
ジェクトを作成します。事前トレーニング済みのオブジェクト検出モデルは、AWS DeepLens デバイスで
キャプチャされたビデオストリームからイメージを分析し、オブジェクトを 20 個のラベル付きイメージ
タイプの 1 つとして識別します。ここに示す手順は、他の AWS DeepLens サンプルプロジェクトの作成
とデプロイにも適用されます。

次の図は、AWS DeepLens コンソールを使用してサンプルプロジェクトを作成およびデプロイするための
大まかなプロセスを示しています。
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サンプルプロジェクトを作成する場合は、コンソールのフィールドに事前設定されたデフォルトをそのま
ま使用できます。画面の [Project content (プロジェクトのコンテンツ)] セクションで、プロジェクトのモ
デルと推論関数を指定する必要があります。個々のプロジェクトの情報は、「AWS DeepLens サンプルプ
ロジェクトの概要 (p. 51)」で見つけることができます。

プロジェクトの作成とデプロイ
オブジェクトの検出サンプルプロジェクトを作成してデプロイするには、この手順のステップに従いま
す。

AWS DeepLens コンソールを使用して AWS DeepLens サンプルプロジェクトを作成およびデプ
ロイするには

1. https://console.aws.amazon.com/deeplens/AWS DeepLens でコンソールを開きます。
2. [Projects (プロジェクト)]、[Create new project (新しいプロジェクトの作成)] の順に選択します。
3. [Choose project type (プロジェクトタイプの選択)] ページで、次の操作を行います。

a. [Use a project template (プロジェクトテンプレートの使用)] を選択し、作成するサンプルプロ
ジェクトを選択します。この演習では、[Object detection (オブジェクトの検出)] を選択します。

b. 画面の下部までスクロールし、[Next (次へ)] を選択します。
4. [Specify project details (プロジェクト詳細の指定)] ページで、以下の作業を行います。

a. [Project information (プロジェクト情報)] セクションで、次の操作を行います。

i. プロジェクトのデフォルト名を使用するか、独自の名前を入力します。
ii. プロジェクトのデフォルトの説明を使用するか、独自の説明を入力します。

b. [作成] を選択します。

これにより、[Projects (プロジェクト)] ページに戻り、先ほど作成したプロジェクトが他のプロ
ジェクトと一緒に表示されます。
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5. [Projects (プロジェクト)] ページで、プロジェクト名の左にあるラジオボタンを選択するか、プロジェ
クトを選択してプロジェクトの詳細ページを開き、[Deploy to device (デバイスにデプロイ)] を選択し
ます。

6. [Target device (ターゲットデバイス)] ページの AWS DeepLens デバイスのリストから、このプロジェ
クトのデプロイ先のデバイスを選択します。AWS DeepLens デバイスにデプロイできるプロジェクト
は一度に 1 つのみです。

7. [Review] (レビュー) を選択します。

プロジェクトがデバイスにデプロイ済みである場合は、このプロジェクトをデプロイすると、デバイ
スで実行中のプロジェクトが上書きされるというエラーメッセージが表示されます。[Continue project 
(プロジェクトの続行)] を選択します。

8. [Review and deploy (レビューしてデプロイ)] 画面でプロジェクトのレビュー後、戻って変更を行う場
合は [Previous (戻る)] を選択します。プロジェクトをデプロイする場合は、[Deploy (デプロイ)] を選
択します。

Important

プロジェクトのデプロイに伴って、プロジェクトを実行するために使用した AWS のサービ
スの料金が発生します。

プロジェクトの出力を表示する手順については、「AWS DeepLens 出力ストリームの表示 (p. 43)」を
参照してください。
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AWS DeepLens プロジェクトの構築
AWS DeepLens デバイスが登録され、AWS クラウドに接続されたら、AWS クラウドで AWS DeepLens 
プロジェクトの作成を開始し、デバイスで実行するためにデプロイできます。AWS DeepLens プロジェク
トは、ディープラーニングに基づいたコンピュータービジョンアプリケーションです。ディープラーニン
グモデルと、そのモデルに基づいて推論を実行する Lambda 関数で構成されます。

AWS DeepLens プロジェクトを作成する前に、サポートされているいずれかの機械学習フレームワー
ク (p. 36)を使用して、ご自身または他のユーザーによってディープラーニングモデルをトレーニング
済みである必要があります。このモデルは、 SageMaker または他の機械学習環境を使用してトレーニン
グできます。さらに、AWS Lambda で推論関数を作成および発行済みである必要があります。この章で
は、コンピュータービジョンのディープラーニングモデルをトレーニングする方法、 SageMaker および 
Lambda 推論関数を作成して推論を行い、他のアプリケーションロジックを実装する方法について説明し
ます。

AWS DeepLens プロジェクトの構築について学習できるように、一連の AWS DeepLens サンプルプロ
ジェクトを利用できます。サンプルプロジェクトはそのまま使用して、AWS DeepLens プロジェクトを構
築するためのプログラミングパターンについて学習できます。また、機能を拡張するためのテンプレート
として使用することもできます。この章では、これらのサンプルプロジェクトの詳細と、そのいずれかを
採用してデバイスで実行する方法について説明します。

トピック
• AWS DeepLens でサポートされる機械学習フレームワーク (p. 36)
• AWS DeepLens 出力ストリームの表示 (p. 43)
• AWS DeepLens サンプルプロジェクトの使用 (p. 51)
• AWS DeepLens カスタムプロジェクトの使用 (p. 71)
• AWS DeepLens プロジェクト構築のチュートリアル (p. 81)

AWS DeepLens でサポートされる機械学習フレー
ムワーク

AWS DeepLensは、Apache MXNet (Gluon API のサポートを含む) と Caffe フレームワークを使用してト
レーニングされたディープラーニングモデルをサポートします。 TensorFlowこのセクションでは、AWS 
DeepLens がフレームワークごとにサポートするモデルとモデリングレイヤーを一覧で示します。

トピック
• サポートされている Apache MXNet モデルおよび MXNet レイヤー (p. 36)
• TensorFlow TensorFlow サポート対象モデルとサポートレイヤー (p. 39)
• サポートされている Caffe モデルと、Caffe レイヤーのサポート (p. 40)

サポートされている Apache MXNet モデルおよび 
MXNet レイヤー
AWS DeepLens は、Gluon API および MXNet レイヤーで公開される Apache MXNet ディープラーニング
モデルをサポートします。このセクションでは、サポートされているモデルとレイヤーを示します。
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トピック
• Gluon API によって公開された、サポートされている MXNet モデル (p. 37)
• サポートされている MXNet レイヤー (p. 38)

Topics

Gluon API によって公開された、サポートされている MXNet モ
デル
AWS DeepLens は、Gluon API で公開された Gluon model zoo から、次の Apache MXNet ディープラーニ
ングモデルをサポートしています。

サポートされている Gluon モデル

AlexNet オープンニューラルネットワークエクスチェンジ (ONNX) ImageNet 
からインポートされたデータセットでトレーニングされた画像分類
モデル。

MobileNet RMSprop TensorFlow オプティマイザーを使用してトレーニングさ
れた画像分類モデル。

ResNet MXNet ImageNet からインポートされたデータセットでトレーニン
グされた画像分類モデル。

SqueezeNet ONNX ImageNet からインポートされたデータセットでトレーニング
された画像分類モデル。

VGG MXNet または ONNX ImageNet からインポートされたデータセット
でトレーニングされた画像分類モデル。

Example

次の例に、Gluon API SqueezeNet を使用してバージョン 1 モデルをエクスポートする方法を示します。
出力は、記号およびパラメータファイルです。ファイル名には、'squeezenet' というプレフィックスが
付いています。

import mxnet as mx
from mxnet.gluon.model_zoo import vision
squeezenet = vision.squeezenet_v1(pretrained=True, ctx=mx.cpu())

# To export, you need to hybridize your gluon model,
squeezenet.hybridize()

# SqueezeNet’s input pattern is 224 pixel X 224 pixel images. Prepare a fake image,
fake_image = mx.nd.random.uniform(shape=(1,3,224,224), ctx=mx.cpu())

# Run the model once.
result = squeezenet(fake_image)

# Now you can export the model. You can use a path if you want ‘models/squeezenet’.
squeezenet.export(‘squeezenet')

モデルの一覧と詳細については、「Gluon Model Zoo」を参照してください。
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サポートされている MXNet レイヤー
次の Apache MXNet モデリングレイヤーを使用して、AWS DeepLens のディープラーニングモデルをト
レーニングできます。

サポートされている MXNet モデリングレイヤー

Activation アクティベーション関数を入力に適用します。

BatchNorm バッチの正規化を適用します。

Concat 特定の軸に沿って入力配列を結合します。

_貢献_MultiBoxDetection マルチボックス検出予測を変換します。

_貢献_MultiBoxPrior データ、サイズ、および比率から以前のボックスを生成します。

Convolution 畳み込みレイヤーを入力に適用します。

Deconvolution 転置畳み込みを入力に適用します。

elemwise_add 引数の追加を要素単位で適用します。

Flatten 多次元入力を 2 次元配列に折りたたみます。

FullyConnected Y = WX + b の線形変換を入力 X に適用します。

InputLayer ニューラルネットワークへの入力を指定します。

L2Norm L2 正規化を入力配列に適用します。

LRN

(ローカルレスポンス正規化)

ローカルレスポンス正規化を入力配列に適用します。

Pooling 入力に対してプーリングを実行します。

Reshape データを変更することなく、異なるビューを使用して入力配列を変
形します。

ScaleShift スケールオペレーションとシフトオペレーションを入力要素に適用
します。

SoftmaxActivation Softmax アクティベーションを入力に適用します

SoftmaxOutput Softmax 出力に関するクロスエントロピーロスのグラデーションを
計算します

転置 配列のディメンションの順序を並べ換えます。

UpSampling 入力に対してニアレストネイバーまたはバイリニアアップサンプリ
ングを実行します。

_mul 乗算を実行します。

_Plus ブロードキャストを使用して入力配列の合計を要素単位で実行しま
す。

MXNet レイヤーの詳細については、「MXNet Gluon ニューラルネットワークレイヤー」を参照してくださ
い。
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TensorFlow TensorFlow サポート対象モデルとサポー
トレイヤー
AWS DeepLens TensorFlow ディープラーニング用の次のモデルとレイヤーをサポートします。

トピック
• TensorFlow サポート対象モデル (p. 39)
• TensorFlow サポートレイヤー (p. 39)

TensorFlow サポート対象モデル
AWS DeepLensでトレーニングされた以下のディープラーニングモデルをサポートします TensorFlow。

TensorFlow サポート対象モデル

開始 ImageNet を使用してデータセットでトレーニングされた画像分類モ
デル TensorFlow

MobileNet ImageNet を使用してデータセットでトレーニングされた画像分類モ
デル TensorFlow

NasNet ImageNet を使用してデータセットでトレーニングされた画像分類モ
デル TensorFlow

ResNet ImageNet を使用してデータセットでトレーニングされた画像分類モ
デル TensorFlow

VGG ImageNet を使用してデータセットでトレーニングされた画像分類モ
デル TensorFlow

TensorFlow モデルの詳細については、の tensorflow/models を参照してください GitHub。

TensorFlow サポートレイヤー
TensorFlow 以下のレイヤーを使用して、でサポートされているディープラーニングモデルをトレーニング
できますAWS DeepLens。

TensorFlow サポート対象レイヤー

Add 要素単位の加算を実行します

AvgPool 入力に対して平均プーリングを実行します

BatchToSpaceND バッチのデータを空間データのブロックに再配置します

BiasAdd バイアスを追加します

Const 定数テンソルを作成します

Conv2D 2-D 畳み込みを計算します

Conv2DBackpropInput 入力を基準とする畳み込みのグラデーションを計算します

アイデンティティ 入力と同じシェイプおよび内容のテンソルを返します
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TensorFlow サポート対象レイヤー

[Maximum] (最大) 要素単位の最大化を計算します

MaxPool 入力に対して最大プーリングを実行します

Mean テンソルの複数のディメンションにまたがる要素の平均値を計算し
ます

Mul 要素単位の乗算を行います

Neg 要素単位の負の値の計算を実行します

Pad テンソルを埋め込みます

Placeholder 常にフィードされるテンソルのプレースホルダーを挿入します

Prod テンソルの複数のディメンションにまたがる要素の積を計算します

RandomUniform 統一ディストリビューションからランダムな値を出力します

[Range] (範囲) 連番を作成します

Relu 修正された線形アクティベーションを計算します

Reshape テンソルを変形します

Rsqrt 平方根の相反を計算します

[Shape] (シェイプ) テンソルの形状を返します

Softmax Softmax アクティベーションを計算します

SpaceToBatchND ゼロ詰めし、空間データのブロックをバッチに再配置します

[Square] (平方) 要素単位の平方根を計算します

Squeeze テンソルのシェイプからサイズ 1 のディメンションを削除します

StopGradient グラデーションの計算を停止します

Sub 要素単位の減算を実行します

Sum テンソルの複数のディメンションにまたがる要素の合計を計算しま
す

Tile 指定されたテンソルをタイル化してテンソルを作成します

TensorFlow レイヤーの詳細については、「TensorFlow レイヤー」を参照してください。

サポートされている Caffe モデルと、Caffe レイヤー
のサポート
AWS DeepLens は、Caffe および Caffe モデリングレイヤーでトレーニングされた、以下のディープラー
ニングモデルをサポートしています。

トピック
• サポートされている Caffe モデル (p. 41)
• Caffe レイヤーのサポート (p. 41)
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サポートされている Caffe モデル
AWS DeepLens は、Caffe でトレーニングされた、以下のディープラーニングモデルをサポートしていま
す。

サポートされている Caffe モデル

AlexNet ImageNet Caffeを使用してデータセットでトレーニングされた画像
分類モデル

DenseNet 元の Torch モデルからのイメージ分類モデル

開始 元の Apache MXNet モデルから変換されたイメージ分類モデル

MobileNet ImageNet Caffeを使用してデータセットでトレーニングされた画像
分類モデル

ResNet ImageNet Caffeを使用してデータセットでトレーニングされた画像
分類モデル

SqueezeNet ImageNet Caffeを使用してデータセットでトレーニングされた画像
分類モデル

VGG ImageNet Caffeを使用してデータセットでトレーニングされた画像
分類モデル

Caffe モデルの詳細については、「Caffe Model Zoo」を参照してください。

Caffe レイヤーのサポート
次の Caffe レイヤーを使用して、AWS DeepLens でサポートされているディープラーニングモデルをト
レーニングできます。

サポートされている Caffe レイヤー

BatchNorm 入力を正規化し、バッチ全体で平均、単位の差異、またはその両方
を 0 にします。

Concat 入力 BLOB を連結します

Convolution 学習したフィルターのバンクで入力を畳み込みます

Deconvolution 畳み込みレイヤーの反対のセンサーを実行します

ドロップアウト ドロップアウトを実行します

Eltwise 積や合計など要素単位のオペレーションを、複数の入力 BLOB とと
もに実行します

Flatten 入力 BLOB をフラットベクトルに変形します

InnerProduct 内積を計算します

入力 モデルに入力データを提供します

LRN (ローカルレスポンス正規化) 機能マップ全体、または機能マップ内のローカルリージョンの入力
を正規化します
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サポートされている Caffe レイヤー

Permute BLOB のディメンションの順序を並べ換えます

Pooling リージョン内で最大、平均などを取得して、入力イメージをプール
します

Power 各入力要素 x の (shift + scale * x) ^ power として出力を
計算します

ReLU 修正された線形アクティベーションを計算します

Reshape データを変更することなく、入力 BLOB のディメンションを変更し
ます

ROIPooling 関心のあるリージョンごとにプールを適用します

[Scale] (スケール) 2 つの入力 BLOB の要素単位の積を計算します

Slice 指定されたディメンションに沿って、入力レイヤーを複数の出力レ
イヤーにスライスします

Softmax Softmax アクティベーションを計算します

Tile 指定されたディメンションに沿って BLOB をコピーします

Caffe レイヤーの詳細については、「Caffe レイヤー」を参照してください。
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AWS DeepLens 出力ストリームの表示
AWS DeepLens デバイスは、2 つの出力ストリームとして、デバイスストリームとプロジェクトストリー
ムを生成します。デバイスストリームは、未処理の動画ストリームです。プロジェクトストリームは、動
画フレームをモデルで処理した結果です。

AWS DeepLens デバイスがオンラインになっているときに、サポートされているウェブブラウザで出力を
表示できます。詳細については、「the section called “ブラウザで AWS DeepLens デバイスからのビデオ
ストリームを表示します。” (p. 44)」を参照してください。さらに、モニター、キーボード、およびマ
ウスに接続されているデバイスでも、出力を表示できます。その手順も、このセクションに含まれていま
す。

トピック
• ブラウザでの AWS DeepLens 2019 Edition (v1.1) デバイスからのビデオストリームの表示 (p. 43)
• ブラウザでの AWS DeepLens デバイスからのビデオストリームの表示 (p. 44)
• AWS DeepLens デバイス上でのビデオストリームの表示 (p. 46)
• プロジェクトストリームを表示するための Lambda 関数の作成 (p. 48)

ブラウザでの AWS DeepLens 2019 Edition (v1.1) デバ
イスからのビデオストリームの表示
AWS DeepLens 2019 Edition (v1.1) デバイスからのプロジェクトまたはライブ配信をブラウザで表示す
るには、デバイスの自己署名ストリーミング証明書をコンピュータにダウンロードしてから、使用するサ
ポートされているブラウザにアップロードする必要があります。ストリーミング証明書をダウンロードし
てブラウザにインストールする方法については、の閲覧または更新AWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスの
設定 (p. 19)のステップ 6 を参照してください。

ブラウザで AWS DeepLens 2019 Edition (v1.1) デバイスからのビデオストリームを表示するには

1. 付属の USB ケーブルでデバイスをコンピュータに接続します (まだ接続されていない場合)。
2. 次のいずれかの操作を行って、デバイスの AWS DeepLens ストリームビューワーを起動します。

• AWS DeepLens コンソールでデバイスの詳細ページを開き、[Video streaming] (ビデオストリーミ
ング) の下にある [View video stream] (ビデオストリームの表示) を選択して、新しいブラウザタブ
でストリームビューアーを開きます。

• あるいは、新しいブラウザタブを手動で開き、https://your-device-ip-address:4000ア
ドレスバーに入力します。ここでyour-device-ip-address、AWS DeepLensコンソー
ルの [Device details] (デバイスの詳細) で表示されるデバイスの IP アドレスです (例え
ば、192.168.14.78)。

3. ストリーミング証明書は自己署名のため、ブラウザに警告が表示されます。警告を受け入れるには、
画面上のブラウザ固有の指示に従って、起動するストリームビューワー用の証明書を受け入れます。

ストリームビューワーが表示されるまでに約 30 秒かかる場合があります。
4. プロジェクトをデプロイする前に、[Live stream (ライブストリーム)] を選択して、AWS DeepLens デ

バイスからライブビデオを表示します。プロジェクトをデプロイした後、[Project stream (プロジェク
トストリーム)] を選択して、デバイスからの処理済みビデオ出力を表示することもできます。

5. ビデオストリームの表示が終了したら、コンピュータからデバイスを切断して、コンピュータを通常
のネットワーク設定に戻します。
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ブラウザでの AWS DeepLens デバイスからのビデオ
ストリームの表示

Note

サポートされるブラウザでプロジェクトの出力を表示するには、デバイスに awscam ソフトウェ
アのバージョン 1.3.9 以降がインストールされている必要があります。デバイスソフトウェアを
更新する方法については、「the section called “ デバイスの更新” (p. 99)」を参照してくださ
い。

Note

Mac El Capitan 以前の Chrome でプロジェクトの出力を表示するには、プロジェクトの出力を表
示するためのストリーミング証明書を読み込むパスワードを指定する必要があります。このよう
な古い Mac オペレーティングシステムをお持ちで、Chrome の使用を希望する場合は、以下の手
順をスキップし、「Mac El Capitan 以前で Chrome ブラウザを使用してプロジェクトの出力を表
示する方法 (p. 121)」の手順に従って、プロジェクトの出力を表示するようブラウザを設定しま
す。

サポートされているウェブブラウザで AWS DeepLens デバイスからのプロジェクト出力を表示す
るには

1. デバイスを登録 (p. 28)するときにストリーミング証明書をすでにダウンロードしていない場合、また
はダウンロードしたコピーを紛失した場合は、次のいずれかの操作を実行して、ストリーミング証明
書をダウンロードします。これらのステップは、デバイスセットアップアプリケーションを使用する
かどうかに応じて異なります。

a. デバイスセットアップページを使用せずにストリーミング証明書をダウンロードする:

i. コンピュータから AWS DeepLens デバイスへの SSH 接続を確立します。

ssh aws_cam@device_local_ip_address

たとえば、device_local_ip_address は 192.168.0.47 になります。デバイスの登録
中に指定した正しいデバイスパスワードを入力すると、デバイスにログインします。

ii. デバイスで、ストリーミング証明書 (client.pfx) のローカルコピー 
(my_streaming_cert.pfx) を作成します。

sudo cp /opt/awscam/awsmedia/certs/client.pfx /home/aws_cam/
my_streaming_cert.pfx

プロンプトが表示されたら、上記のコマンドを完了するためデバイスのパスワードを入力し
ます。

デバイスのローカルコピーの所有者が aws_cam であることを確認します。

sudo chown aws_cam /home/aws_cam/my_streaming_cert.pfx

この後で、デバイスからログアウトします。

exit

iii. ストリーミング証明書のコピーを、デバイスからコンピュータに転送します。
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scp aws_cam@device_local_ip_address:/home/aws_cam/my_streaming_cert.pfx ~/
Downloads/

この例では、証明書の転送先として、ユーザーのホームディレクトリ (~/) の Downloads
フォルダを使用しました。その他の書き込み可能なディレクトリを宛先フォルダとして選択
できます。

b. 次の手順に従って、AWS DeepLens デバイスのストリーミング証明書をダウンロードします。

i. 必要に応じてデバイスをセットアップモードに戻し、デバイスの ADMC-NNNNWi-Fi ネット
ワーク (p. 24)にコンピュータを接続します。

ii. http://deeplens.config でデバイスセットアップアプリを起動します。
iii. 画面上の指示に従って、プロジェクトの出力ストリームを表示するためのストリーミング証

明書をダウンロードします。
2. サポートされているウェブブラウザに、デバイス登録 (p. 28)中にダウンロードしたストリーミング証

明書をインポートします。

a. FireFox (Windows および macOS Sierra またはそれ以降) の場合は、以下の手順に従ってくださ
い。

i. で [環境設定] を選択します FireFox。
ii. [プライバシーとセキュリティ] を選択します。
iii. [証明書を表示] を選択します。
iv. [あなたの証明書] タブを選択します。
v. [Import] (インポート) を選択します。
vi. ダウンロードしたストリーミング証明書を選択してロードします FireFox。
vii. コンピュータのシステムパスワードの入力を求められたら、AWS DeepLensソフトウェア

バージョンが 1.3.23 以上の場合は、パスワード入力フィールドに入力します。 DeepLens 
AWS DeepLens ソフトウェアバージョンが 1.3.22 以前の場合は、パスワード入力フィール
ドを空白のままとし、画面の指示に従ってストリーミング証明書のインポートを完了しま
す。

Note

使用しているバージョンによっては、代わりに以下の手順に従う必要がある場合があり
ます。 FireFox

1. [設定] の [詳細設定] を選択します。
2. [証明書] タブを選択します。
3. [証明書を表示] を選択します。
4. [証明書マネージャー] で、[あなたの証明書] タブを選択します。
5. [Import] (インポート) を選択します。
6. ダウンロードしたストリーミング証明書に移動して開きます。
7. パスワードの入力を求められたら、AWS DeepLens ソフトウェアバージョン 

1.3.23 以降では、パスワード入力フィールドに「DeepLens」と入力します。AWS 
DeepLens ソフトウェアバージョン 1.3.22 以前では、パスワードを入力せずに [OK] 
を選択します。

b. Chrome (macOS Sierra 以降) の場合は、次のステップに従います。

i. macOS でダウンロードしたストリーミング証明書をダブルクリックして、[Keychains] (キー
チェーン) の下の [System] (システム) および [Category] (分類) の下の [My Certificate] (自分
の証明書) に追加します。
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あるいは、Keychain Access アプリを開いてロックを解除し、左の [Keychains] (キーチェー
ン) にある [System] (システム) および [Category] (分類) にある [My Certificate] (自分の証明
書) を選択します。ダウンロードしたストリーミング証明書をウィンドウにドラッグアンド
ドロップします。

ii. コンピュータのシステムパスワードを入力します。
iii. 次の画面で、AWS DeepLens ソフトウェアバージョン 1.3.23 以降では、パスワード入力

フィールドに「DeepLens」と入力します。AWS DeepLens ソフトウェアバージョンが 
1.3.22 以前である場合は、[パスワード] フィールドを空白のままにして、[OK] を選択しま
す。

c. Chrome (Windows および Linux) の場合は、以下のステップに従います。

i. Chrome ブラウザで、[設定] を開き、[詳細設定] を選択します。
ii. [プライバシーとセキュリティ] で、[証明書の管理] を選択します。
iii. [Import] (インポート) を選択します。
iv. ダウンロードしたストリーミング証明書が含まれているフォルダに移動し、その証明書を選

択して Chrome に読み込みます。
v. コンピュータのシステムパスワードを入力するよう求められたら、AWS DeepLens ソフト

ウェアバージョン 1.3.23 以降では、パスワードの入力フィールドに「DeepLens」と入力
します。AWS DeepLens ソフトウェアバージョンが 1.3.22 以前の場合は、パスワード入力
フィールドを空白のままとし、画面の指示に従ってストリーミング証明書のインポートを完
了します。

3. 出力ストリームを表示するには、サポートされているブラウザウィンドウを開き、https://<your-
device-ip-address>:4000 に移動します。AWS DeepLens コンソールから、デバイス詳細ページ
でデバイスの IP アドレスを確認できます。

また、AWS DeepLens コンソールを使用してプロジェクトストリームを表示することもできます。こ
れを行うには、以下のステップに従います。

a. ナビゲーションペインで、[Devices] (デバイス) を選択します。
b. [デバイス] ページで、お使いの AWS DeepLens のデバイスを選択します。
c. デバイスの詳細ページで、[Project output (プロジェクト出力)] の [View the video output (ビデオ

出力の表示)] セクションを展開します。
d. [Select a browser to import the streaming certificate (ブラウザを選択してストリーミング証明書を

インポート)] ドロップダウンリストからサポートされているブラウザを選択し、必要に応じて手
順に従います。

e. コンピュータがデバイスの Wi-Fi (AMDC-NNNN) ネットワークに接続されている状態で、[View 
stream] (ストリームの表示) を選択します。

AWS DeepLens デバイス上でのビデオストリームの
表示
AWS DeepLens 出力ストリームをブラウザで表示するだけでなく (p. 44)、mplayer を使用して、モニ
ター、キーボード、およびマウスに接続した後で、AWS DeepLens デバイスから直接ストリームを表示す
ることができます。これは AWS DeepLens デバイスがオンラインでない場合に特に便利です。

モニター、キーボード、およびマウスを使用して直接デバイスに接続する代わりに、登録時にデバイスで 
SSH アクセスが有効になっている場合、ssh を使用してデバイスに接続することもできます。次に、作業
コンピュータで mplayer を使用して、ストリームを表示できます。コンピュータに mplayer がインス
トールされていることを確認してから、AWS DeepLens デバイスからの出力ストリームを表示します。イ
ンストールの詳細については、「mplayer のダウンロード」を参照してください。

トピック
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• AWS DeepLens デバイスでのライブストリームの表示 (p. 47)
• AWS DeepLens デバイスでのプロジェクトストリームの表示 (p. 47)

AWS DeepLens デバイスでのライブストリームの表示

AWS DeepLens デバイスで未処理のデバイスストリームを表示するには

1. AWS DeepLens デバイスを電源に接続してオンにします。
2. USB マウスとキーボードを AWS DeepLens に接続します。
3. マイクロ HDMI ケーブルを使用して AWS DeepLens とモニターを接続します。ログイン画面がモニ

ターに表示されます。
4. デバイスの登録時に設定した SSH パスワードを使用してデバイスにサインインします。
5. AWS DeepLens から動画ストリームを表示するには、ターミナルを起動して次のコマンドを実行しま

す。

mplayer -demuxer lavf /opt/awscam/out/ch1_out.h264

6. 動画ストリームの表示を停止してターミナルセッションを終了するには、Ctrl+C を押します。

AWS DeepLens デバイスでのプロジェクトストリームの表示
AWS DeepLens デバイスでプロジェクトストリームを表示するには

1. AWS DeepLens デバイスを電源に接続してオンにします。
2. USB マウスとキーボードを AWS DeepLens に接続します。
3. マイクロ HDMI ケーブルを使用して AWS DeepLens とモニターを接続します。ログイン画面がモニ

ターに表示されます。
4. デバイスの登録時に設定した SSH パスワードを使用してデバイスにサインインします。
5. AWS DeepLens から動画ストリームを表示するには、ターミナルを起動して次のコマンドを実行しま

す。

mplayer -demuxer lavf -lavfdopts format=mjpeg:probesize=32 /tmp/results.mjpeg

6. 動画ストリームの表示を停止してターミナルセッションを終了するには、Ctrl+C を押します。
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プロジェクトストリームを表示するための Lambda 関
数の作成
プロジェクトストリームを表示するには、デバイスの mjpeg ストリームおよびディープラーニングモデル
とやり取りするための AWS Lambda 関数が必要です。AWS DeepLens に含まれているサンプルプロジェ
クトの場合は、プロジェクトの Lambda 推論関数にコードが含まれています。カスタムプロジェクトの場
合は、このタスクを実行する Lambda 関数を作成する必要があります。

カスタムプロジェクトの Lambda 関数の作成

次のサンプルコードをプロジェクトに追加し、必要に応じてモデル名とディメンションを変更しま
す。https://docs.aws.amazon.com/deeplens/latest/dg/

import os
import greengrasssdk
from threading import Timer
import time
import awscam
import cv2
from threading import Thread

# Create an AWS Greengrass core SDK client.
client = greengrasssdk.client('iot-data')

# The information exchanged between AWS IoT and the AWS Cloud has  
# a topic and a message body.
# This is the topic that this code uses to send messages to the Cloud.
iotTopic = '$aws/things/{}/infer'.format(os.environ['AWS_IOT_THING_NAME'])
_, frame = awscam.getLastFrame()
_,jpeg = cv2.imencode('.jpg', frame)
Write_To_FIFO = True
class FIFO_Thread(Thread): 
    def __init__(self): 
        ''' Constructor. ''' 
        Thread.__init__(self) 
  
    def run(self): 
        fifo_path = "/tmp/results.mjpeg" 
        if not os.path.exists(fifo_path): 
            os.mkfifo(fifo_path) 
        f = open(fifo_path,'w') 
        client.publish(topic=iotTopic, payload="Opened Pipe") 
        while Write_To_FIFO: 
            try: 
                f.write(jpeg.tobytes()) 
            except IOError as e: 
                continue   

def greengrass_infinite_infer_run(): 
    try: 
        modelPath = "/opt/awscam/artifacts/mxnet_deploy_ssd_resnet50_300_FP16_FUSED.xml" 
        modelType = "ssd" 
        input_width = 300 
        input_height = 300 
        max_threshold = 0.25 
        outMap = ({ 1: 'aeroplane', 2: 'bicycle', 3: 'bird', 4: 'boat',  
                    5: 'bottle', 6: 'bus', 7 : 'car', 8 : 'cat',  
                    9 : 'chair', 10 : 'cow', 11 : 'dining table', 
                   12 : 'dog', 13 : 'horse', 14 : 'motorbike',  
                   15 : 'person', 16 : 'pottedplant', 17 : 'sheep',  
                   18 : 'sofa', 19 : 'train', 20 : 'tvmonitor' }) 
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        results_thread = FIFO_Thread() 
        results_thread.start() 
         
        # Send a starting message to the AWS IoT console. 
        client.publish(topic=iotTopic, payload="Object detection starts now") 

        # Load the model to the GPU (use {"GPU": 0} for CPU). 
        mcfg = {"GPU": 1} 
        model = awscam.Model(modelPath, mcfg) 
        client.publish(topic=iotTopic, payload="Model loaded") 
        ret, frame = awscam.getLastFrame() 
        if ret == False: 
            raise Exception("Failed to get frame from the stream") 
             
        yscale = float(frame.shape[0]/input_height) 
        xscale = float(frame.shape[1]/input_width) 

        doInfer = True 
        while doInfer: 
            # Get a frame from the video stream. 
            ret, frame = awscam.getLastFrame() 
             
            # If you fail to get a frame, raise an exception. 
            if ret == False: 
                raise Exception("Failed to get frame from the stream") 

            # Resize the frame to meet the  model input requirement. 
            frameResize = cv2.resize(frame, (input_width, input_height)) 

            # Run model inference on the resized frame. 
            inferOutput = model.doInference(frameResize) 

            # Output the result of inference to the fifo file so it can be viewed with 
 mplayer. 
            parsed_results = model.parseResult(modelType, inferOutput)['ssd'] 
            label = '{' 
            for obj in parsed_results: 
                if obj['prob'] > max_threshold: 
                    xmin = int( xscale * obj['xmin'] ) + int((obj['xmin'] - input_width/2) 
 + input_width/2) 
                    ymin = int( yscale * obj['ymin'] ) 
                    xmax = int( xscale * obj['xmax'] ) + int((obj['xmax'] - input_width/2) 
 + input_width/2) 
                    ymax = int( yscale * obj['ymax'] ) 
                    cv2.rectangle(frame, (xmin, ymin), (xmax, ymax), (255, 165, 20), 4) 
                    label += '"{}": {:.2f},'.format(outMap[obj['label']], obj['prob'] ) 
                    label_show = "{}:    {:.2f}%".format(outMap[obj['label']], 
 obj['prob']*100 ) 
                    cv2.putText(frame, label_show, (xmin, 
 ymin-15),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (255, 165, 20), 4) 
            label += '"null": 0.0' 
            label += '}'  
            client.publish(topic=iotTopic, payload = label) 
            global jpeg 
            ret,jpeg = cv2.imencode('.jpg', frame) 
             
    except Exception as e: 
        msg = "Test failed: " + str(e) 
        client.publish(topic=iotTopic, payload=msg) 

    # Asynchronously schedule this function to be run again in 15 seconds. 
    Timer(15, greengrass_infinite_infer_run).start()

# Execute the function.
greengrass_infinite_infer_run()
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# This is a dummy handler and will not be invoked.
# Instead, the code is executed in an infinite loop for our example.
def function_handler(event, context): 
    return

Lambda 関数を作成してデプロイした後は、「the section called “ブラウザで AWS DeepLens デバイスか
らのビデオストリームを表示します。” (p. 44)」または「AWS DeepLens デバイスでのプロジェクトスト
リームの表示 (p. 47)」の指示に従って、処理されたプロジェクトストリームを表示します。
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AWS DeepLens サンプルプロジェクトの使用
AWS DeepLens デバイスが登録され、AWS クラウドに接続されたら、AWS DeepLens プロジェクト
を作成し、デバイスにデプロイして、コンピュータビジョンアプリケーションを実行することができま
す。AWS DeepLens プロジェクトは、AWS DeepLens モデルおよび推論を実行するための関連する AWS 
Lambda 関数で構成されます。プロジェクトで事前トレーニング済みのモデルを使用するか、カスタムモ
デルをトレーニングできます。

AWS DeepLens には、すぐに推論をデプロイして実行するためのサンプルプロジェクトがいくつか用意
されています。ここでは、サンプルプロジェクトを使用し、そのプロジェクトを AWS DeepLens デバイ
スにデプロイする方法について説明します。始める前に、サンプルプロジェクトの概要について説明しま
す。

トピック
• AWS DeepLens サンプルプロジェクトの概要 (p. 51)
• AWS DeepLens コンソールでの AWS DeepLens サンプルプロジェクトの作成とデプロイ (p. 54)
• AWS SMS を通じた AWS DeepLens プロジェクト出力の中継 (p. 55)
• SageMaker サンプルプロジェクトの事前トレーニング済みモデルのプロビジョニングに使

用 (p. 61)

AWS DeepLens サンプルプロジェクトの概要
AWS DeepLens の使用を開始するには、サンプルプロジェクトテンプレートを使用します。AWS 
DeepLens のサンプルプロジェクトではモデルが事前トレーニング済みであるため、残る作業はプロジェ
クトを作成してモデルをインポートし、プロジェクトをデプロイして実行するだけです。このガイドの他
のセクションでは、サンプルプロジェクトの機能を拡張する方法について説明します。この拡張により、
指定したタスクをイベントに応じて実行したり、元のサンプルとは異なる動作を行うようにサンプルプロ
ジェクトをトレーニングしたりします。

画風の転写
このプロジェクトでは、絵画などの画風を AWS DeepLens でキャプチャした動画シーケンス全体に転写
します。

このプロジェクトでは、畳み込みニューラルネットワーク (CNN) により、AWS DeepLens デバイスから
ストリーミングした絵画の画風を周囲に適用する方法を示します。プロジェクトで使用するトレーニング
済みのモデルは最適化されており、AWS DeepLens デバイスにデプロイする準備が完了しています。デプ
ロイすると、画風を適用した動画ストリームを確認できます。

独自のイメージを使用することもできます。イメージのモデルをチューニングした後で、CNN でイメージ
の画風を適用した動画ストリームを確認できます。

• プロジェクトモデル: deeplens-artistic-style-transfer
• プロジェクト機能: deeplens-artistic-style-transfer

オブジェクトの認識
このプロジェクトでは、ディープラーニングモデルで室内のオブジェクトを検出して認識する方法を示し
ます。

このプロジェクトでは、 MultiBox シングルショット検出器 (SSD) フレームワークを使用して、事前学習
済みの resnet_50 ネットワークでオブジェクトを検出します。このネットワークは、Pascal VOC デー
タセットでトレーニング済みであり、20 個の異なる種類のオブジェクトを認識できます。このモデル
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は、AWS DeepLens デバイスからの動画ストリームを入力として受け取り、識別したオブジェクトをラベ
ル付けします。プロジェクトで使用するトレーニング済みのモデルは最適化されており、AWS DeepLens 
デバイスにデプロイする準備が完了しています。デプロイすると、AWS DeepLens モデルが周囲のオブ
ジェクトを認識する様子を確認できます。

Note

SageMakerトレーニング済みの SSD モデルをデプロイする場合は、まず実行してdeploy.py
(https://github.com/apache/incubator-mxnet/tree/v1.x/example/ssd/ から入手可能)、モデルアー
ティファクトをデプロイ可能なモデルに変換する必要があります。MXNet リポジトリのクローン
作成またはダウンロード後、最新バージョンが機能しない場合は、deploy.py を呼び出してモ
デルを変換する前に git reset --hard 73d88974f8bca1e68441606fb0787a2cd17eb364
コマンドを実行します。

このモデルが認識できるオブジェクトは、飛行機、自転車、鳥、ボート、ビン、バス、車、猫、椅子、
牛、食卓、犬、馬、バイク、人、鉢植え、ヒツジ、ソファー、電車、および TV モニターです。

• プロジェクトモデル: deeplens-object-detection
• プロジェクト機能: deeplens-object-detection

顔の検出と認識
このプロジェクトでは、顔の検出モデルと AWS DeepLens デバイスを使用して室内の人々の顔を検出し
ます。

このモデルは、AWS DeepLens デバイスからの動画ストリームを入力として受け取り、検出した顔のイ
メージをマークします。プロジェクトで使用するトレーニング済みのモデルは最適化されており、AWS 
DeepLens デバイスにデプロイする準備が完了しています。

• プロジェクトモデル: deeplens-face-detection
• プロジェクト機能: deeplens-face-detection

ホットドッグの認識
テレビの人気番組からヒントを得たこのプロジェクトでは、食品をホットドッグとホットドッグ以外に分
類します。

SqueezeNet ディープニューラルネットワークに基づくモデルを使用しています。このモデルは、AWS 
DeepLens デバイスからの動画ストリームを入力として受け取り、イメージをホットドッグまたはホット
ドッグ以外としてラベル付けします。プロジェクトで使用するトレーニング済みのモデルは最適化されて
おり、AWS DeepLens デバイスにデプロイする準備が完了しています。モデルをデプロイすると、ライブ
表示機能を使用してモデルがホットドッグを認識する様子を確認できます。

このモデルを編集する場合は、Lambda 関数を作成し、これをモデルの出力でトリガーします。例えば、
モデルがホットドッグを検出した場合に、Lambda 関数から SMS メッセージを送信できます。Lambda 関
数を作成する方法については、 SageMaker サンプルプロジェクトの事前トレーニング済みモデルのプロ
ビジョニングに使用 (p. 61)を参照してください。

猫と犬の認識
このプロジェクトでは、ディープラーニングを使用して猫または犬を認識する方法を示します。

このプロジェクトは畳み込みニューラルネットワーク (CNN) アーキテクチャに基づいており、トレーニン
グ済みの Resnet-152 トポロジを使用してイメージを猫または犬として分類します。プロジェクトで使用
するトレーニング済みのモデルは最適化されており、AWS DeepLens デバイスにデプロイする準備が完了
しています。デプロイすると、AWS DeepLens がモデルを使用してペットを認識する様子を確認できま
す。
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• プロジェクトモデル: deeplens-cat-and-dog-認識
• プロジェクト機能: deeplens-cat-and-dog-認識

アクションの認識
このプロジェクトでは、30 種類を超えるアクティビティを認識します。

Apache MXNet フレームワークを使用して、 SqueezeNet ImageNet トレーニングを受けたユーザーから
新しいタスクに学習内容を移します。このネットワークは、UCF101 データセットのサブセットでチュー
ニングされていて、30 種類を超えるアクティビティを認識できます。このモデルは、AWS DeepLens デ
バイスからの動画ストリームを入力として受け取り、識別したアクションをラベル付けします。プロジェ
クトで使用するトレーニング済みのモデルは最適化されており、AWS DeepLens デバイスにデプロイする
準備が完了しています。

モデルをデプロイすると、AWS DeepLens がモデルを使用して 37 種類のアクティビティを認識する様
子を確認できます。認識されるアクティビティは、口紅を塗る、アーチェリーをする、バスケットボール
をする、ベンチプレスをする、サイクリングをする、ビリヤードをする、ドライヤーで髪を乾かす、ろう
そくの火を吹き消す、ボーリングをする、歯を磨く、台所で包丁を使う、ドラムをたたく、髪を切る、ハ
ンマーで打つ、逆立ちで歩く、頭をマッサージする、乗馬をする、フラフープをする、ジャグリングをす
る、なわとびをする、ジャンピングジャックをする、突きの動作をする、ヌンチャクを使う、チェロを弾
く、フルートを吹く、ギターを弾く、ピアノを弾く、シタールを弾く、バイオリンを弾く、腕立て伏せを
する、ひげを剃る、スキーをする、タイプを打つ、犬を散歩させる、黒板に書く、ヨーヨーで遊ぶなどで
す。

• プロジェクトモデル: deeplens-action-recognition
• プロジェクト機能: deeplens-action-recognition

頭部姿勢の検出
このサンプルプロジェクトでは、 TensorFlow フレームワークで生成されたディープラーニングモデルを
使用して、人の頭の向きを正確に検出します。

このプロジェクトでは、ResNet-50 ネットワークアーキテクチャを使用して頭の向きを検出します。ネッ
トワークはPrimaデータセットでトレーニングされています。 HeadPose Primaデータセットには、-90度
から+90度までのさまざまなパン角度とチルト角度を含む15人の顔の画像が2,790枚含まれています。これ
らの頭部姿勢の角度は、右下、右、右上、下、中央、上、左下、左、左上の 9 個の頭部姿勢クラスに分類
されています。

作業を開始できるように、事前トレーニングおよび最適化済みのモデルを用意しました。このモデルはす
ぐに AWS DeepLens デバイスにデプロイできます。モデルをデプロイすると、AWS DeepLens がさまざ
まな頭部姿勢を認識する動作を確認できます。

• プロジェクトモデル:deeplens-head-pose-detection
• プロジェクト機能:deeplens-head-pose-detection

鳥類分類
このプロジェクトでは、予測の上位 5 鳥の静的鳥の AWS DeepLens カメラでキャプチャされた写真から
種類が指定されます。

このプロジェクトでは、ResNet-18 ニューラルネットワークアーキテクチャを使用して、CUB-200 デー
タセットでモデルをトレーニングします。トレーニング済みのモデルでは、200 種類の異なる鳥を識別す
ることができます。カテゴリの数が多いため、プロジェクトでは確率が最も高い 5 つの推論結果のみ出力
されます。バックグラウンドノイズを低減して精度が向上するように、推論には、カメラ画像の中央に位
置するクロップされたゾーンが使用されます。プロジェクトのビデオストリーミングからクロップされた
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ゾーンを表示できます。静的な鳥の写真をボックスゾーンに配置すると、推論結果がプロジェクトビュー
の左上に表示されます。

• プロジェクトモデル: deeplens-bird-detection
• プロジェクト機能: deeplens-bird-detection

AWS DeepLens コンソールでの AWS DeepLens サン
プルプロジェクトの作成とデプロイ
このチュートリアルでは、AWS DeepLens コンソールを使用して、AWS DeepLens プロジェクトを作成
するためのオブジェクトの検出サンプルプロジェクトテンプレート (p. 51)から AWS DeepLens プロ
ジェクトを作成します。事前トレーニング済みのオブジェクト検出モデルは、AWS DeepLens デバイスで
キャプチャされたビデオストリームからイメージを分析し、オブジェクトを 20 個のラベル付きイメージ
タイプの 1 つとして識別します。ここに示す手順は、他の AWS DeepLens サンプルプロジェクトの作成
とデプロイにも適用されます。

サンプルプロジェクトを作成する場合は、コンソールのフィールドに事前設定されたデフォルトをそのま
ま使用できます。画面の [Project content (プロジェクトのコンテンツ)] セクションで、プロジェクトのモ
デルと推論関数を指定する必要があります。個々のプロジェクトの情報は、「AWS DeepLens サンプルプ
ロジェクトの概要 (p. 51)」で見つけることができます。

次の図は、AWS DeepLens コンソールを使用してサンプルプロジェクトを作成およびデプロイするための
大まかなプロセスを示しています。

プロジェクトの作成とデプロイ
[オブジェクトの検出] サンプルプロジェクトを作成してデプロイするには、次のステップに従います。

AWS DeepLens コンソールを使用して AWS DeepLens サンプルプロジェクトを作成およびデプ
ロイするには

1. https://console.aws.amazon.com/deeplens/AWS DeepLens でコンソールを開きます。
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2. [Projects (プロジェクト)]、[Create new project (新しいプロジェクトの作成)] の順に選択します。
3. [Choose project type (プロジェクトタイプの選択)] 画面で、以下の操作を行います。

a. [Use a project template (プロジェクトテンプレートの使用)] を選択し、作成するサンプルプロ
ジェクトを選択します。この演習では、[Object detection (オブジェクトの検出)] を選択します。

b. 画面の下部までスクロールし、[Next (次へ)] を選択します。
4. [Specify project details (プロジェクト詳細の指定)] 画面で、以下の操作を行います。

a. [Project information (プロジェクト情報)] セクションで、以下を指定します。

i. プロジェクトのデフォルト名を使用するか、独自の名前を入力します。
ii. プロジェクトのデフォルトの説明を使用するか、独自の説明を入力します。

b. [作成] を選択します。

これにより、[Projects (プロジェクト)] 画面に戻り、先ほど作成したプロジェクトが他のプロジェ
クトと一緒に表示されます。

5. [Projects (プロジェクト)] 画面で、プロジェクト名の左にあるラジオボタンを選択するか、プロジェク
トを選択してプロジェクトの詳細ページを開き、[Deploy to device (デバイスにデプロイ)] を選択しま
す。

6. [Target device (ターゲットデバイス)] 画面の AWS DeepLens デバイスのリストで、このプロジェクト
をデプロイする先のデバイスの左にあるラジオボタンを選択します。AWS DeepLens デバイスにデプ
ロイできるプロジェクトは一度に 1 つのみです。

7. [Review] (レビュー) を選択します。

プロジェクトがデバイスにデプロイ済みである場合は、このプロジェクトをデプロイすると、デバイ
スで実行中のプロジェクトが上書きされるというエラーメッセージが表示されます。[Continue project 
(プロジェクトの続行)] を選択します。

[Review and deploy (レビューしてデプロイ)] 画面が表示されます。
8. [Review and deploy (レビューしてデプロイ)] 画面でプロジェクトのレビュー後、戻って変更を行う場

合は [Previous (戻る)] を選択します。プロジェクトをデプロイする場合は、[Deploy (デプロイ)] を選
択します。

Important

プロジェクトのデプロイに伴って、プロジェクトを実行するために使用した AWS のサービ
スの料金が発生します。

プロジェクトの出力を表示する手順については、「AWS DeepLens 出力ストリームの表示 (p. 43)」を参照
してください。

AWS SMS を通じた AWS DeepLens プロジェクト出
力の中継
このセクションでは、「ホットドッグの認識」サンプルプロジェクトを使用し、これにいくつかのルール
ベースの機能を追加することで、ホットドッグを検出するたびに AWS DeepLens から SMS 通知を送信し
ます。このトピックでは「ホットドックの認識」サンプルプロジェクトを使用しますが、このプロセスは
どのサンプルプロジェクトやカスタムプロジェクトでも使用できます。

このセクションでは、AWS DeepLens プロジェクトを拡張して AWS の他のサービスと連携する方法を示
します。たとえば、AWS DeepLens を拡張して以下を作成できます。

• AmazonAWS DeepLens OpenSearch Serviceを使用して検出されたすべてのオブジェクトと顔のダッ
シュボードと検索インターフェイス。タイムラインとフレームが表示されます。
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• Kinesis Data Analytics を使用して自分のストアの前を歩行する人々の数を検出する異常検出モデル。
• Amazon Rekognition を使用して自分の近くにいる VIP を識別する顔検出および有名人認識アプリケー

ション。

この演習では、以前に作成して編集したプロジェクト (「 SageMaker サンプルプロジェクトの事前トレー
ニング済みモデルのプロビジョニングに使用 (p. 61)」を参照) を変更し、AWS IoT ルールエンジンと 
AWS Lambda 関数を使用します。

トピック
• Lambda 関数の作成と設定 (p. 56)
• AWS IoT ルールの無効化 (p. 60)

Lambda 関数の作成と設定
クラウド内で実行される AWS Lambda 関数を作成して設定します。この関数では、AWS DeepLens デバ
イスからのメッセージをフィルター処理し、ホットドッグである確率が十分に高い (>0.5) ものを絞り込み
ます。この確率のしきい値は変更することもできます。

Lambda 関数を作成します

1. AWS Management Console にサインインして AWS Lambda コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。

米国東部 (バージニア北部) AWS リージョンを選択していることを確認します。
2. 関数の作成 を選択します。
3. Author from scratch（製作者を最初から） を選択します。
4. Lambda 関数の名前を入力します (例: <your name>_hotdog_notifier)。
5. [Permissions] (アクセス許可) の [Execution role] (実行ロール) で [Create new role from AWS policy 

templates] (AWS ポリシーテンプレートから新しいロールを作成) を選択します。
6. ロールに名前を入力します (例: <your name>_hotdog_notifier)。
7. [ポリシーテンプレート] で、[SNS Publish policy (SNS 発行ポリシー)] と [AWS IoT ボタンのアクセス

許可] を選択します。
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8. [Create function] (関数の作成) を選択します。

AWS IoT ルールの追加

Lambda 関数が正常に作成された後、AWS IoT ルールをセットアップして、データソースでイベントが発
生したときに、Lambda 関数で指定する (次のステップ) アクションをトリガーする必要があります。この
ルールをセットアップするには、次のステップに従って、関数に AWS IoT トリガーを追加します。

1. [トリガーを追加] を選択します。Lambda コンソールで [Design] (設計) セクションがまだ展開されて
いない場合は、展開する必要があることがあります。

2. [Trigger configuration] (トリガーの設定) で [AWS IoT] を選択します。
3. [IoT タイプ] で、[カスタム IoT ルール] を選択します。
4. [ルール] で、[新規ルールの作成] を選択します。
5. [ルール名] に名前 (<your-name>_search_hotdogs) を入力します。
6. 必要に応じて、[ルールの説明] にルールの説明を入力します。
7. [ルールクエリステートメント] で、以下の形式の AWS IoT トピッククエリステートメントのボックス

に入力し、赤字のテキストを AWS DeepLens の AWS IoT トピックで置き換えます。

Select Hotdog from '/$aws/deeplens/$aws/things/
deeplens_5e6d406g-2bf4-4444-9d4f-4668f7366855/infer'

このクエリでは、AWS DeepLens からのメッセージを JSON 形式でキャプチャします。

{ "Hotdog" : "0.5438" }

AWS DeepLens の AWS IoT トピックを見つけるには、AWS DeepLens の [Devices] (デバイス) に移
動してデバイスを選択し、デバイスの詳細ページの下部までスクロールします。

8. [トリガーの有効化] オプションをオンにします。
9. [追加] を選択して AWS IoT ルールの作成を終了します。

Lambda 関数を設定

Lambda 関数を設定するには、デフォルトのコードをカスタムコードを置き換え、環境変数を追加しま
す。このプロジェクトでは、用意されているカスタムコードも変更する必要があります。

1. AWS Lambda で、[関数] を選択して、関数の名前を選択します。
2. [your-name_hotdog_notifier] ページで、[設定] を選択します。
3. 関数コードボックスで、すべてのコードを削除します。
4. JavaScript 次のコードを関数コードボックスに貼り付けます。通知の取得方法を指定するために、

コード内の 1 行を変更する必要があります。これは次のステップで行います。

/** 
 * This is a sample Lambda function that sends an SMS notification when your 
 * AWS DeepLens device detects a hot dog. 
 *  
 * Follow these steps to complete the configuration of your function: 
 * 
 * Update the phone number environment variable with your phone number. 
 */

const AWS = require('aws-sdk');
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/*
*   Be sure to add email and phone_number to the function's environment variables
*/
const email = process.env.email;
const phone_number = process.env.phone_number;
const SNS = new AWS.SNS({ apiVersion: '2010-03-31' });

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    console.log('Received event:', event); 

    // publish message 
    const params = { 
        Message: 'Your AWS DeepLens device just identified a hot dog. 
 Congratulations!', 
        PhoneNumber: phone_number 
    }; 
    if (event.Hotdog > 0.5) { 
        SNS.publish(params, callback); 
    }
};

5. コードブロックの指定箇所に以下のいずれかのコード行を追加します。次のステップでは、ここで
行ったコードの変更に対応する環境変数を追加します。

• E メール通知を受信するには: const email=process.env.email;
• 電話の通知を受け取るには: const phone_number=process.env.phone_number;

6. [環境変数] を選択し、以下のいずれかを追加します。

通知方法 キー 値

Email(メール) email 完全な E メールアドレス。

例: YourAlias@ISP.com

電話 phone_number 電話番号と国コード。

例: US +1 8005551212

キー値は、前のステップで追加したコード行の const 名と一致する必要があります。
7. [保存] を選択し、右上の [テスト] を選択します。

設定をテストする

設定をテストするには

1. https://console.aws.amazon.com/iotAWS IoT のコンソールに移動します。
2. [Test] (テスト) を選択します。
3. ルールで定義したトピックに対して、メッセージ「{ "Hotdog" : "0.6382" }」を発行します。

Lambda 関数で定義した次の SMS メッセージが送信されます: AWS DeepLens デバイスがホットドッ
グを識別しました。お疲れ様でした。

「ホットドッグ」プロジェクトを使用したテスト

「ホットドッグ」プロジェクトをまだデプロイしていない場合は、以下の操作を行います。
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1. https://console.aws.amazon.com/deeplens/home?region=us-east-1#firstrun/ に移動し、Projects/
Create a project template/Hotdog or Not Hotdog を選択します。

2. プロジェクトをデバイスにデプロイします。

詳細については、「AWS DeepLens コンソールでの AWS DeepLens サンプルプロジェクトの作成と
デプロイ (p. 54)」を参照してください。

3. AWS DeepLens にホットドッグを示して、これを検出して確認メッセージを送信するかどうかを試し
ます。

試すには、Lambda 関数をトリガーする確率のしきい値を変更し、結果を確認します。

AWS IoT ルールの無効化
AWS DeepLens がホットドッグを検出するたびに通知を受信する必要がない場合は、AWS IoT ルールを
無効にします。

1. AWS IoT コンソール (https://console.aws.amazon.com/iot) にログインします。
2. [ACT] を選択し、この演習で作成したルール (<your-name>_search_hotdogs) を選択します。
3. 右上で、[Actions (アクション)] を選択し、[Disable (無効化)] を選択します。
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SageMaker サンプルプロジェクトの事前トレーニン
グ済みモデルのプロビジョニングに使用
次の例では、 SqueezeNet オブジェクト検出モデルから開始します。 SageMaker このモデルをトレーニ
ングしてバイナリ分類を実行し、オブジェクトがホットドッグであるかどうかを確認します。この例で
は、バイナリ分類を実行するようにモデルを編集する方法を示し、学習速度およびエポックについて説明
します。ここで使用する Jupyter ノートブックインスタンスは、インタラクティブコンピューティング用
のオープンソースソフトウェアです。このインスタンスに、実行する編集コードとプロセス全体の説明が
含まれています。

モデルのトレーニング後に、そのアーティファクトを AWS DeepLens 内にインポートし、プロジェクト
を作成します。次に、AWS DeepLens がホットドックを検出して識別するプロセスを確認します。

トピック
• ステップ 1: Amazon S3 バケットを作成する (p. 62)
• ステップ 2: SageMaker ノートブックインスタンスを作成する (p. 63)
• ステップ 3: でモデルを編集する SageMaker (p. 64)
• ステップ 4: モデルを最適化する (p. 65)
• ステップ 5: モデルをインポートする (p. 66)
• ステップ 6: Lambda 推論関数を作成する (p. 67)
• ステップ 7: 新しい AWS DeepLens プロジェクトを作成する (p. 68)
• ステップ 8: プロジェクトをレビューしてデプロイする (p. 69)
• ステップ 9: モデルの出力を表示する (p. 70)
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ステップ 1: Amazon S3 バケットを作成する
始める前に、AWS アカウントが作成済みであり、必要な IAM ユーザーおよびロールが設定されているこ
とを確認します。

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール https:// 
console.aws.amazon.com/s3/ を開きます。

2. バケットの作成 を選択します。
3. [名前とリージョン] タブで、以下の操作を行います。

a. バケットに deeplens-sagemaker-<some_string> という名前を付けます。ここ
で、<some_string> にはバケット名を AWS 全体で一意にするための任意の文字列を指定でき
ます。たとえば、お客様のアカウント名または ID を指定できます。

Note

デフォルトのアクセスポリシーを操作するには、バケット名は deeplens-sagemaker-
で始まる必要があります。それ以外の場合、サービスがバケットにアクセスできませ
ん。

b. 米国東部 (バージニア北部) リージョンで作業していることを確認します。
c. [Next] (次へ) を選択します。

4. [Configure options (オプションの設定)] タブで、[Next (次へ)] をクリックします。
5. [Set permissions] (許可の設定) タブで [Manage system permissions] (システムのアクセス権限

の管理) ドロップダウンメニューから [Grant Amazon S3 Log Delivery group write access to this 
bucket] (Amazon S3 ログ配信グループにこのバケットへの書き込みアクセス権限を付与する) を選択
し、[Next] (次へ) を選択します。

6. [Review (確認)] タブで設定を確認し、[バケットの作成] を選択します。
7. 作成されたバケットのページで、[概要] タブを選択し、次に [Create folder (フォルダを作成する)] を

選択します。
8. フォルダに「test」と名前を付け、[保存] を選択します。

次に作成するサンプルノートブックインスタンスでフォルダを使用するには、ノートブックでデフォ
ルトのフォルダ名を変更しない限り、そのフォルダに test という名前を付ける必要があります。
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ステップ 2: SageMaker ノートブックインスタンスを作成する
SageMaker ノートブックインスタンスを作成します。

1. https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ で Amazon SageMaker コンソールを開きます。

us-east-1 (米国東部 (バージニア北部) リージョン) が選択されていることを確認します。
2. ナビゲーションペインで、[ノートブックインスタンス]、[Create notebook instance (ノートブックイ

ンスタンスの作成)] の順に選択します。
3. [Create notebook instance (ノートブックインスタンスの作成)] ページで、以下の操作を行います。

a. [ノートブックインスタンス設定] で、[ノートブックインスタンス名] 入力フィールドに名前 (例:
<your-name>-hotdog) を入力します。

b. [ノートブックインスタンスタイプ] で、[ml.t2.medium] を選択します。
c. [Permissions and encryption] (アクセス許可と暗号化) の [IAM role] (IAM ロール) で [Create a new 

role] (新しいロールの作成) を選択し、[Specific S3 buckets] (特定の S3 バケット) 入力フィールド
に deeplens-sagemaker と入力してから、[Create role] (ロールの作成) を選択します (ノート
ブックを初めて実行する場合)。

AWS 用の最初のノートブックインスタンスを作成したら DeepLens、Use existing role リストか
ら使用可能な IAM ロールを選択できます。

AWSDeepLensSageMaker セットアップの一部としてロールが作成済みである場合は、[Enter a 
a の入力」を選択し、ロールの Amazon リソースネーム () を [Custom」(カスタム) を選択し、
ロールの Amazon リソースネーム () を [Custom」(カスタム) を選択し、[Custom」(カスタム) を
選択し、[Custom」(カスタム) を選択し、[Custom」 SageMaker 次のように SageMaker ロール
の ARN Custom」を見つけることができます。

i. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
ii. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
iii. AWSDeepLensSagemakerRoleを探して、その名前を選択します。ロールの [Summary (概

要)] ページが表示されます。
iv. [Summary (概要)] ページで、[Role ARN (ロールの ARN)] を見つけてコピーします。ARN は

次のように表示されます。

arn:aws:iam::account id:role/AWSDeepLensSagemakerRole

d. その他のすべての設定はオプションです。この実習では、それらのオプションはスキップしま
す。

Tip

ノートブックインスタンスから VPC 内のリソースにアクセスする場合は、VPC と 1 つ
を選択しますSubnetId。[Security Group (セキュリティグループ)] で、VPC のデフォル
トのセキュリティグループを選択します。このガイドの演習では、デフォルトのセキュ
リティグループのインバウンドおよびアウトバウンドのルールで十分です。

e. [Create notebook instance (ノートブックインスタンスの作成)] を選択します。

これで、[Notebooks (ノートブック)] ページで新しいノートブックインスタンスを利用できます。
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ステップ 3: でモデルを編集する SageMaker
このステップでは、<your-name>-hotdog ノートブックを開き、ホットドッグを認識するようにオブ
ジェクト検出モデルを編集します。ノートブックには、各ステップで役立つ説明が含まれています。

1. https://console.aws.amazon.com/sagemaker/ で Amazon SageMaker コンソールを開きます。
2. 米国東部 (バージニア北部) リージョン が選択されていることを確認します。
3. ナビゲーションペインで [ノートブックインスタンス] を選択します。
4. [Notebooks (ノートブック)] ページで、先ほど作成したノートブックインスタンス (<your-name>-

hotdog) の左にあるラジオボタンを選択します。ノートブックのステータスが [] の場合はInService、
[Open Jupiterを開く] を選択します。

5. ブラウザで新しいタブを開き、https://github.com/aws-samples/reinvent-2017-deeplens-workshop に
移動します。

6. .zip ファイルをダウンロードするか、次のコマンドを使用して Git リポジトリのクローンを作成しま
す。.zip ファイルをダウンロードした場合は、このファイルを見つけてすべてを抽出します。

git clone git@github.com:aws-samples/reinvent-2017-deeplens-workshop.git

.zip ファイルをダウンロードした場合は、このファイルを見つけてすべてを抽出します。

次に、トレーニングファイルをアップロードし、これを使用してモデルを編集します。

1. [Jupyter] タブで、[Upload (アップロード)] を選択します。
2. 抽出したファイル deeplens-hotdog-or-not-hotdog.ipynbに移動し、[Open (開く)]、[Upload 

(アップロード)] の順に選択します。
3. deeplens-hotdog-or-not-hotdog ノートブックを見つけて選択します。
4. Jupyter 画面の右上で、カーネルが conda_mxnet_p36 であることを確認します。そうでない場合

は、カーネルを変更します。
5. [deeplens-hotdog-or-not-hotdog.ipynb] ファイルで「bucket= 'your S3 bucket 

name here'」を検索します。'your s3 bucket name here' は、実際の S3 バケットの名前 
(deeplens-sagemaker-<your-name> など) に置き換えます。

ファイルの先頭に戻ります。

ファイルのステップ (In [#]:) ごとに以下の操作を行います。

a. ステップの説明を読みます。
b. ブロック内にコードがある場合は、コードブロック内にカーソルを置き、コードブロックを実行

します。Jupyter でコードブロックを実行するには、Ctrl+<Enter> を使用するか、実行アイコ
ン ( ) を選択します。

Important

各ステップは、In [1]: のように番号が付けられています。ブロックの実行中は、それ
が In [*]: に変わります。ブロックの実行が完了すると、In [1]: に戻ります。現在
のブロックが実行中の間は、次のコードブロックに移動しないでください。

6. モデルの編集が完了したら、Amazon S3 コンソールに戻り、バケット名を選択して、test フォルダ
を選択します。次に、編集したモデルの以下のアーティファクトが S3 バケットの test フォルダに保
存されていることを確認します。

• Hotdog_or_not_model-0000.params
• Hotdog_or_not_model-symbol.json
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ステップ 4: モデルを最適化する
以上で mxNet モデルのトレーニングを完了したので、最後のステップを実行すれば、AWS DeepLens の 
GPU でモデルを実行できます。トレーニング済みの mxNet モデルは、コンピューティング用に最適化さ
れた形式では提供されません。モデルを元の形式でデプロイすると、CPU で mxNet を経由して実行した
モデルは最適な速度になりません。GPU で最適な速度でモデルを実行するには、モデルを最適化する必要
があります。MXNet モデルを最適化する手順については、「カスタムモデルの最適化 (p. 73)」を参照
してください。
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ステップ 5: モデルをインポートする
編集済みのモデルを AWS DeepLens 内にインポートします。

1. https://console.aws.amazon.com/deeplens/AWS DeepLens でコンソールを開きます。
2. [Models (モデル)]、[Import model (モデルのインポート)] の順に選択します。
3. [モデルを AWS DeepLens にインポート] で、[Externally trained model (外部でトレーニングされたモ

デル)] を選択します。
4. [Model settings (モデルの設定)] で、以下の操作を行います。

a. [Model artifact] (モデルのアーティファクト) に、前のステップで Amazon S3 バケットにアップ
ロードしたアーティファクトへのパスを入力します。パスは、s3://deeplens- で始まりま
す。たとえば、ステップ 1 の命名に従った場合、パスは s3://deeplens-sagemaker-<your-
name>/<dir> になります。

b. [モデル名] には、モデルの名前を入力します。
c. [Model description (モデルの説明)] に、説明を入力します。

5. [Import model (モデルのインポート)] を選択します。
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ステップ 6: Lambda 推論関数を作成する
AWS Lambda コンソールを使用して、モデルを使用する Lambda 関数を作成します。サンプルコード別の
手順については、「AWS DeepLens Lambda 推論関数を作成して公開する (p. 73)」を参照してくださ
い。
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ステップ 7: 新しい AWS DeepLens プロジェクトを作成する
新しい AWS DeepLens プロジェクトを作成し、編集済みのモデルを追加します。

1. https://console.aws.amazon.com/deeplens/AWS DeepLens でコンソールを開きます。
2. [Projects] を選択します。
3. [Create new project (新しいプロジェクトの作成)] を選択します。
4. [Choose project type (オブジェクトタイプの選択)] で、[Create a new blank project (新しい空白プロ

ジェクトの作成)] を選択して、[Next (次へ)] を選択します。
5. [Project information (プロジェクト情報)] に、このプロジェクトの名前と説明を入力します。
6. [Project content (プロジェクトのコンテンツ)] で、[Add model (モデルの追加)] を選択します。
7. 先ほど作成したモデルを探して選択し、[Add model (モデルの追加)] を選択します。
8. [Add function (関数の追加)] を選択し、deeplens-hotdog-no-hotdog などを選択してから、[Add 

function (関数の追加)] を選択します。
9. [作成] を選択します。
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ステップ 8: プロジェクトをレビューしてデプロイする
1. https://console.aws.amazon.com/deeplens/AWS DeepLens でコンソールを開きます。
2. プロジェクトのリストで、先ほど作成したプロジェクトを選択し、[Deploy to device (デバイスにデプ

ロイ)] を選択します。
3. ターゲットデバイスとして AWS DeepLens を選択し、[Review (レビュー)] を選択します。
4. 設定をレビューし、[Deploy (デプロイ)] を選択します。

Important

プロジェクトのデプロイに伴って、さまざまな AWS のサービスの使用料金が発生します。
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ステップ 9: モデルの出力を表示する
モデルの出力を表示するには、「AWS DeepLens 出力ストリームの表示 (p. 43)」の手順に従います。
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AWS DeepLens カスタムプロジェクトの使用
1 つまたは複数のサンプルプロジェクトを調査した後、独自の AWS DeepLens プロジェクトを作成してデ
プロイすることが必要になる場合があります。その場合、以下のすべてまたはほとんどを実行する必要が
あります。

• カスタム、 SageMaker または他の場所でカスタムディープラーニングモデルをトレーニングする。
• モデルを AWS DeepLens 内にインポートする。
• 推論関数を作成して公開する。
• AWS DeepLens プロジェクトを作成し、モデルと推論関数を追加する。
• プロジェクトを AWS DeepLens デバイスにデプロイする。

このセクションでは、これらのタスクについて説明します。

トピック
• SageMaker トレーニング済みモデルのインポート (p. 71)
• 外部でトレーニングされたモデルをインポートする (p. 72)
• カスタムモデルの最適化 (p. 73)
• AWS DeepLens Lambda 推論関数を作成して公開する (p. 73)
• カスタム AWS DeepLens プロジェクトを作成およびデプロイする (p. 78)
• SageMaker Neo を使用したでの推論の最適化AWS DeepLens (p. 78)

SageMaker トレーニング済みモデルのインポート
SageMaker トレーニング済みのモデルをコンピュータービジョンアプリケーションに使用するには、モデ
ルをにインポートする必要がありますAWS DeepLens。

SageMaker トレーニング済みモデルを内にインポートするにはAWS DeepLens

1. https://console.aws.amazon.com/deeplens/AWS DeepLens でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Models (モデル)] を選択し、[Import model (モデルのインポート)] を選択し

ます。
3. [Import source (ソースのインポート)] で、[SageMaker trained model (&SM; トレーニング済みモデル)] 

を選択します。
4. [Model settings (モデルの設定)] エリアで、以下の操作を行います。

a. 完了したジョブのリストで、インポートするモデルの [SageMaker training job ID (&SM; トレーニ
ングジョブ ID)] を選択します。

ジョブの ID はdeeplens-、で始まる必要があります。ただ
し、AWSDeepLensServiceRolePolicy(デバイスの登録に使用) をカスタマイズしてポリシー
を拡張し、AWS DeepLens SageMakerで始まらないトレーニングジョブにアクセスすること
をdeeplens*に許可した場合は除きます。

リストに必要なジョブが見つからない場合は、 SageMaker コンソールに移動してジョブのス
テータスを確認し、ジョブが正常に完了していることを確認します。

b. [Model name (モデル名)] に、モデルの名前を入力します。モデル名は、英数字とハイフンで構成
し、100 文字以内で指定します。

c. オプションとして、[Description (説明)] にモデルの説明を入力できます。
d. [Import model (モデルのインポート)] を選択します。
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外部でトレーニングされたモデルをインポートする
外部でトレーニングされたモデルは、インポートして使用します。

外部でトレーニングされたモデルをインポートするには

1. AWS DeepLens の AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com/deeplens/) にサイン
インします。

2. ナビゲーションペインで、[Models (モデル)] を選択し、[Import model (モデルのインポート)] を選択し
ます。

3. [Import source (ソースのインポート)] で、[Externally trained model (外部でトレーニングされたモデ
ル)] を選択します。

4. [Model settings (モデルの設定)] で、以下の情報を指定します。

a. [Model artifact path] (モデルのアーティファクトのパス) に、モデルのトレーニング時に作成され
たアーティファクトの保存先である Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) へのフルパス
を入力します。パスは、s3://deeplens- で始まります。たとえば、このドキュメント全体で
使用している命名規則に従っている場合、パスは s3://deeplens-sagemaker-your_name/
<dir> となります。

b. [Model name (モデル名)] に名前を入力します。モデル名は英数字とハイフンで構成し、100 文字
以下で指定します。

c. オプション。[Description (説明)] に、モデルの説明を入力します。
d. [Import model (モデルのインポート)] を選択します。
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カスタムモデルの最適化
AWS DeepLens は、ディープニューラルネットワーク用コンピュータライブラリ (ClDNN) を使用して 
GPU を利用して推論を実行します。モデルアーティファクトが clDNN 形式と互換性がない場合は、モデ
ル最適化 (mo) モジュールを呼び出してモデルアーティファクトを変換する必要があります。このプロセス
はモデルの最適化と呼ばれます。MXNet や Caffe TensorFlow によって出力されたモデルアーティファク
トは最適化されていません。

モデルアーティファクトを最適化するには、次のコードに示すように、mo.optimize (p. 133) メソッド
を呼び出します。

error, model_path = mo.optimize(model_name,input_width,input_height)

Lambda 推論関数で推論のモデルアーティファクトをロードするには、デバイスでモデルアーキテクトパ
スを指定します。最適化されていないモデルアーティファクトについては、上記のメソッド呼び出しから
返された model_path を使用する必要があります。

モデルはデバイスの /opt/awscam/artifacts ディレクトリにデプロイされます。最適化されたモデル
アーティファクトは XML ファイルにシリアル化され、model_path 変数に直接ファイルパスディレクト
リを割り当てることができます。例については、「the section called “Lambda 推論関数を作成して公開す
る” (p. 73)」を参照してください。

MXNet モデルアーティファクトについては、モデルオプティマイザが .json および .params ファイル
を変換できます。Caffe モデルアーティファクトについては、モデルオプティマイザが .prototxt およ
び .caffemodel ファイルを処理できます。 TensorFlow モデルアーティファクトの場合、モデルオプ
ティマイザーはフリーズしたグラフ (.pb) ファイルを想定します。

モデルオプティマイザの詳細については、「モデル最適化 (mo) 用のモジュール (p. 133)」を参照してく
ださい。

AWS DeepLens Lambda 推論関数を作成して公開する
このトピックでは、カスタム AWS DeepLens プロジェクトに AWS Lambda 推論関数を追加する方法につ
いて説明します。推論とは、モデルに以前に見たことがない画像を見せて予測を行うように求めるステッ
プです。推論関数は、AWS DeepLens で実行するようにモデルを最適化し、予測を取得するために各カメ
ラフレームをモデルに供給します。推論関数では、AWS Lambda を使用して、AWS DeepLens にデプロ
イする関数を作成します 推論関数は、カメラから出てくる各フレームに対して AWS DeepLens デバイス
でローカルに実行されます。

AWS DeepLens では、Python 2.7 と Python 3.7 で記述された Lambda 推論関数をサポートしていま
す。Python 3.7 にはデバイスソフトウェア v1.4.5 が必要です。Lambda 関数をブラウザで記述し、AWS 
DeepLens で実行するようにデプロイします。

AWS DeepLens プロジェクト用の Lambda 推論関数を作成して公開するには

1. AWS DeepLens 推論関数テンプレートをコンピュータにダウンロードします。ダウンロードしたファ
イルは解凍しないでください。

zip ファイルには、次のものが含まれています。

• lambda_function.py - このファイルには Lambda 関数が含まれています。AWS DeepLens で
は、AWS DeepLens プロジェクトのデプロイ後にこのファイルが実行されます。

• local_display.py - このファイルには、変更されたフレームをカメラからプロジェクトのビデオ
ストリームに書き込むヘルパークラスが含まれています。

• greengrasssdk - このフォルダには AWS IoT Greengrass SDK が含まれています。予測結果をク
ラウドまたは別の IoT デバイスに返信するために使用されます。
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lambda_function.py を修正して、カメラからフレームを取り出し、推論を実行し、AWS IoT 
Greengrass を通して予測を送り返します。

2. AWS Management Console にサインインして AWS Lambda コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/lambda/) を開きます。

3. [関数の作成] を選択し、[一から作成] を選択します。
4. [基本的な情報] セクションで、以下の操作を行います。

a. [Function name] (関数名) に、Lambda 関数の名前を入力します (例: deeplens-object-
detection)。

関数名の先頭には、deeplens を付ける必要があります。
b. [ランタイム] で、[Python 2.7] または [Python 3.7] を選択します。
c. [Permissions (アクセス権限)] で、[Choose or create an execution role (実行ロールの選択または

作成)] を展開します (展開されていない場合)。
d. [Execution role (実行ロール)] で、[Use an existing role (既存のロールを使用する)] を選択しま

す。
e. 既存のロールドロップダウンリストから、デバイスを登録したときに作成された service-role/

AWSDeepLensLambdaRole を選択します。
5. ページの下部までスクロールし、[関数の作成] を選択します。
6. [Function Code (関数のコード)] セクションで、以下の操作を実行します。

a. [Actions] (アクション) で [Upload a .zip file] (.zip ファイルをアップロード) を選択します。
b. [関数パッケージ] で、[アップロード] を選択

し、deeplens_inference_function_template.zip を選択します。
7. [Save] (保存) (Lambda コンソールの右上隅にある) を選択して、基本 Lambda 関数をコードエディタ

にロードします。
8. Lambda コードエディタで、lambda_function.py を開きます。

インポート依存関係を保持する

cv2 ライブラリは awscam モジュールに依存しています。lambda_function.py テンプ
レートを変更した場合は、cv2 ライブラリの前に awscam モジュールを引き続きインポート
していることを確認してください。

import json
import awscam
import mo
import cv2
import greengrasssdk
import os
from local_display import LocalDisplay

def lambda_handler(event, context): 
    """Empty entry point to the Lambda function invoked from the edge.""" 
    return

def infinite_infer_run(): 
    """ Run the DeepLens inference loop frame by frame""" 
    # Load the model here 
    while True: 
        # Get a frame from the video stream 
        ret, frame = awscam.getLastFrame() 
        # Do inference with the model here 
        # Send results back to IoT or output to video stream
infinite_infer_run() 
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このコードを 1 行ずつ調べてみましょう。

• この json モジュールを使用すると、Lambda 関数が JSON データを操作し、結果を AWS IoT 経
由で送信できます。

• awscam モジュールを使用すると、Lambda 関数が AWS DeepLens デバイスライブラ
リ (p. 127)を使用してカメラフレームを取得し、最適化されたモデルで推論を実行し、推論結果を
解析できます。詳細については、「モデルオブジェクト (p. 128)」を参照してください。

• mo モジュールでは、AWS DeepLens モデルオプティマイザにアクセスすることを Lambda 関数に
許可します。クラウドでトレーニングされたモデルを DeepLens GPU 上で効率的に実行するように
最適化します。詳細については、「モデル最適化 (mo) 用のモジュール (p. 133)」を参照してくだ
さい。

• この cv2 モジュールを使用すると、Lambda 関数が画像の前処理に使用される Open CV ライブラ
リにアクセスできます。

• この greengrasssdk モジュールは、Lambda 関数の AWS IoT Greengrass API を公開し、AWS 
クラウドにメッセージを送信します。これには運用ステータスと推論結果の AWS IoT への送信が含
まれます。

• local_display ファイルには、プロジェクトのビデオストリームに書き込むヘルパークラスが含
まれています。これにより、 DeepLens バウンディングボックスやテキストをビデオストリームに
直接描画できます。

• lambda_handler は通常、一度呼び出されてから停止される Lambda 関数のコードを配置する場
所です。AWS DeepLens の Lambda 関数が実行され、フレームが連続的に処理されるようにしま
す。lambda_handler を空のままにして、永遠に実行できる別の関数 infinite_infer_run を
定義します。

• infinite_infer_run 関数には、永遠に実行される while ループが含まれていま
す。awscam.getLastFrame を使用して、各反復でカメラからフレームを引き出します。

9. このステップでは、推論モデルをロードするコードを追加し、予測を得るためにカメラフレームを渡
します。この例では、犬と猫を区別するためにモデルをトレーニングしたと仮定します。

Lambda コードエディタで、# Load the model here コメントの下に以下を追加します。

# Model details
input_width = 224
input_height = 224
model_name = 'image-classification'
model_type = 'classification'
output_map = {0: 'dog', 1: 'cat'}

# Optimize the model
error, model_path = mo.optimize(model_name,input_width,input_height)

# Load the model onto the GPU.
model = awscam.Model(model_path, {'GPU': 1})

AWS DeepLensIntel OpenVino モデルオプティマイザーを使用して、クラウドでトレーニングされた
モデルを最適化します。 model_nameは、ロードするモデルファイルの名前です。Amazon でトレー
ニングを受けたモデルの場合 SageMaker、モデルには通常、<model_name>-symbol.jsonファイ
ルとファイルの 2<model_name>-###.params つのファイルがあります。

input_width と input_height を参照し、ネットワークのトレーニングに使用するイメージのサ
イズを参照します。推論中に、同じサイズの画像が渡されます。

model_type は結果を解析する方法を awscam パッケージに伝えます。その他のモデルタイプに
は、ssd (単一ショットディテクタ) と segmentation があります。

75

https://pypi.org/project/opencv-python/


AWS DeepLens デベロッパーガイド
Lambda 推論関数を作成して公開する

output_map は、モデルの整数の結果を人間が読めるラベルに戻すのに役立ちます。
10. このステップでは、カメラフレームをモデルに渡して予測を取得するためのコードを追加します。

Lambda コードエディタで、# Do inference with the model here コメントの下に以下を追加
します。

frame_resize = cv2.resize(frame, (input_height, input_width))
predictions = model.doInference(frame_resize)
parsed_inference_results = model.parseResult(model_type, predictions)

このコードでは、モデルのトレーニングに使用された画像入力と同じサイズにカメラフレー
ムのサイズを変更します。次に、このサイズ変更されたフレーム上のモデルで推論を実行しま
す。最後に、awscam parseResult を使用して、予測を簡単に解析できる辞書に変換しま
す。parseResult の出力の詳細については、Model.ParseResult を参照してください。

11. このステップでは、AWS IoT に結果を送信するコードを追加します。これにより、結果をデータベー
スに記録したり、予測に基づいてアクションをトリガーすることが容易になります。

Lambda コードエディタで、関数 infinite_infer_run の """ Run the DeepLens inference 
loop frame by frame""" で以下を追加します。

# Create an IoT client for sending to messages to the cloud.
client = greengrasssdk.client('iot-data')
iot_topic = '$aws/things/{}/infer'.format(os.environ['AWS_IOT_THING_NAME'])

# Create a local display instance that will dump the image bytes to a FIFO
# file that the image can be rendered locally.
local_display = LocalDisplay('480p')
local_display.start()

このコードは、次の 2 つのタスクを実行します。

• AWS IoT Greengrass SDK (greengrasssdk) をインスタンス化し、推論出力を AWS クラウ
ドで利用できるようにします。これには、プロセス情報と処理された結果の AWS IoT トピック 
(iot_topic) への送信が含まれます。このトピックでは、ビデオストリームではなく JSON データ
として AWS DeepLens 出力を表示できます。

• ローカル表示 (local_display.start) のために解析されたビデオフレームを供給するスレッド 
(LocalDisplay) を開始します。表示は、デバイス上 (p. 46)でもウェブブラウザ (p. 44)でもかまい
ません。

後に次のコードを追加して# Send results back to IoT or output to video stream、結
果を送り返します frame-by-frame。

# Add the label of the top result to the frame used by local display.
cv2.putText(frame, output_map[top_k[0]['label']], (10, 70),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 3, (255, 165, 20), 8)
# Set the next frame in the local display stream.
local_display.set_frame_data(frame)
# Send the top k results to the IoT console via MQTT
cloud_output = {}
for obj in top_k: 
 cloud_output[output_map[obj['label']]] = obj['prob']
client.publish(topic=iot_topic, payload=json.dumps(cloud_output))

12. [保存] を選択して、更新された Lambda 関数を保存します。関数は次のようになります。

import json
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import awscam
import mo
import cv2
import greengrasssdk
import os
from local_display import LocalDisplay

def lambda_handler(event, context): 
    """Empty entry point to the Lambda function invoked from the edge.""" 
    return

def infinite_infer_run(): 
    """ Run the DeepLens inference loop frame by frame""" 
    # Create an IoT client for sending to messages to the cloud. 
    client = greengrasssdk.client('iot-data') 
    iot_topic = '$aws/things/{}/infer'.format(os.environ['AWS_IOT_THING_NAME']) 

    # Create a local display instance that will dump the image bytes to a FIFO 
    # file that the image can be rendered locally. 
    local_display = LocalDisplay('480p') 
    local_display.start() 
     
    # Load the model here 
    # Model details 
    input_width = 224 
    input_height = 224 
    model_name = 'image-classification' 
    model_type = 'classification' 
    output_map = {0: 'dog', 1: 'cat'} 
     
    # Optimize the model 
    error, model_path = mo.optimize(model_name,input_width,input_height) 
    # Load the model onto the GPU. 
    model = awscam.Model(model_path, {'GPU': 1}) 
    while True: 
        # Get a frame from the video stream 
        ret, frame = awscam.getLastFrame() 
        # Do inference with the model here 
        # Resize frame to the same size as the training set. 
        frame_resize = cv2.resize(frame, (input_height, input_width)) 
        predictions = model.doInference(frame_resize) 
        parsed_inference_results = model.parseResult(model_type, predictions) 

        k = 2 
        # Get top k results with highest probabilities 
        top_k = parsed_inference_results[model_type][0:k] 
        print(top_k) 
        # Send results back to IoT or output to video stream 
        # Add the label of the top result to the frame used by local display. 
        cv2.putText(frame, output_map[top_k[0]['label']], (10, 70), 
        cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 3, (255, 165, 20), 8) 
        # Set the next frame in the local display stream. 
        local_display.set_frame_data(frame) 
        # Send the top k results to the IoT console via MQTT 
        cloud_output = {} 
        for obj in top_k: 
            cloud_output[output_map[obj['label']]] = obj['prob'] 
        client.publish(topic=iot_topic, payload=json.dumps(cloud_output))
infinite_infer_run()

13. [アクション] ドロップダウンメニューリストから、[新しいバージョンを発行] を選択します。関数を
公開すると、AWS DeepLens コンソールで使用できるようになり、カスタムプロジェクトに追加でき
るようになります。
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カスタム AWS DeepLens プロジェクトを作成および
デプロイする

トピック
• AWS DeepLens コンソールを使用してカスタムプロジェクトを作成する (p. 78)

AWS DeepLens コンソールを使用してカスタムプロジェクトを
作成する
次の手順では、独自にトレーニングされたモデルと、そのモデルに基づく推論関数を含むカスタム AWS 
DeepLens プロジェクトを作成します。続行する前に、モデルをインポートし、カスタム &LAM; 推論関数
を作成および発行済みである必要があります。

AWS DeepLens コンソールを使用してカスタム AWS DeepLens プロジェクトを作成するには

プロジェクトの作成手順では 2 つの画面を使用します。最初の画面では、プロジェクトを選択します。2 
番目の画面では、プロジェクトの詳細を指定します。

1. https://console.aws.amazon.com/deeplens/AWS DeepLens でコンソールを開きます。
2. [Projects (プロジェクト)]、[Create new project (新しいプロジェクトの作成)] の順に選択します。
3. [Choose project type (オブジェクトタイプの選択)] ページで、[Create a new blank project (新しい空白

プロジェクトの作成)] を選択します。
4. [Specify project details (プロジェクト詳細の指定)] ページの [Project information (プロジェクト情報)] 

で、以下の操作を行います。

a. [プロジェクト名] に名前を入力し (例: my-cat-and-dog-detection)、カスタムプロジェクト
を識別します。

b. 必要に応じて、[説明 - オプション] に、カスタムプロジェクトの説明を入力します。
5. 引き続き、[Specify project details (プロジェクト詳細の指定)] ページの [Project content (プロジェクト

のコンテンツ)] で、以下の操作を行います。

a. [モデルの追加] を選択し、AWS DeepLens にインポートしたカスタムモデルの名前の横にあるラ
ジオボタンを選択して、[モデルの追加] を選択します。

b. [関数の追加] を選択し、作成および発行したカスタム推論関数の名前の横にあるラジオボタンを
選択して、[関数の追加] を選択します。

関数が表示されない場合は、その関数が発行済みであることを確認します。
c. [作成] を選択して、カスタムプロジェクトの作成を開始します。

6. [プロジェクト] ページで、作成したプロジェクトを選択します。
7. [Deploy to device (デバイスにデプロイ)] を選択し、画面に表示される手順に従って、プロジェクトを

デバイスにデプロイします。

SageMaker Neo を使用したでの推論の最適化AWS 
DeepLens
トレーニング済みのモデルが、デバイスでの推測の実行に最適化されていない場合があります。トレー
ニング済みモデルを AWS DeepLens にデプロイする前に、SageMaker Neo を使用してこれを最適化
し、AWS DeepLens ハードウェアで推論を実行できます。このプロセスには以下のステップが関連しま
す。
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1. モデルをコンパイルします。
2. コンパイル済みモデルを AWS DeepLens コンソールにインポートします。
3. コンパイル済みモデルを AWS DeepLens デバイスにデプロイします。
4. コンパイル済みモデルを、推論エンジンの Neo ランタイムにロードします。

お客様の最小限の労力で推論のパフォーマンスを強化するには、Neo コンパイル済みモデルを使用するこ
とをお勧めします。

トピック
• AWS DeepLens モデルのコンパイル (p. 79)
• コンパイル済みモデルの AWS DeepLens コンソールへのインポート (p. 80)
• コンパイル済みモデルの AWS DeepLens 推論エンジンへのロード (p. 80)

AWS DeepLens モデルのコンパイル
Neo を使用してモデルをコンパイルするには、AWS CLI を使用してコンパイルジョブを作成および実行
できます。最初に、JSON で設定ファイルを作成して、raw モデルアーティファクトのロード元となる 
Amazon S3 バケット、トレーニングデータ形式、および機械学習フレームワークジョブ (ジョブの実行方
法を示す) を指定します。

次の例の JSON ファイルは、ジョブの設定を指定する方法を示しています。たとえば、ファイルの名前は
neo_deeplens.json です。

{ 
    "CompilationJobName": "deeplens_inference", 
    "RoleArn": "arn:aws:iam::your-account-id:role/service-role/AmazonSageMaker-
ExecutionRole-20190429T140091", 
    "InputConfig": { 
        "S3Uri": "s3://your-bucket-name/headpose/model/deeplens-tf/train/model.tar.gz", 
        "DataInputConfig":  "{\"data\": [1,84,84,3]}", 
        "Framework": "TENSORFLOW" 
    }, 
    "OutputConfig": { 
        "S3OutputLocation": "s3://your-bucket-name/headpose/model/deeplens-tf/compile", 
        "TargetDevice": "deeplens" 
    }, 
    "StoppingCondition": { 
        "MaxRuntimeInSeconds": 300 
    }
}

InputConfig.S3Uri プロパティの値は、トレーニング済みモデルのアーティファクトへの S3 パスを指
定します。S3OutputLocation プロパティの値は、Neo コンパイル済みモデルアーティファクトが含ま
れる S3 フォルダを指定します。DataInputConfig プロパティの値で指定された入力データ形式は、元
のトレーニングデータ形式と一致している必要があります。コンパイルジョブ設定プロパティ値の詳細に
ついては、を参照してくださいCreateCompilationJob。

Neo ジョブを作成して実行するには、ターミナルウィンドウで次の AWS CLI コマンドを入力します。

aws sagemaker create-compilation-job \
--cli-input-json file://neo_deeplens.json \
--region us-west-2 

に加えてAWS CLI、 SageMaker コンソールまたは SageMaker SDK を使用してコンパイルジョブを作成
および実行することもできます。詳細については、「 SageMaker コンソールとSageMaker  SDK を使用
してトレーニング済みモデルをコンパイルする」を参照してください。
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コンパイル済みモデルの AWS DeepLens コンソールへのイン
ポート
このセクションでは、コンパイル済みモデルのインポート方法について説明します。これらの手順が完了
したら、モデルを AWS DeepLens デバイスにデプロイし、推論を実行できます。

Neo コンパイル済みモデルを AWS DeepLens コンソールにインポートするには

1. S3OutputLocation パスで指定された S3 フォルダに、コンパイル済みモデルをダウンロードしま
す。

2. コンピューターに、コンパイルされたモデルを解凍するフォルダー (compiled-model-folder) を
作成します。後でコンパイル済みモデルを識別するために必要になるため、フォルダ名をメモしてお
きます。

mkdir compiled-model-folder

3. macOS コンピュータを使用している場合は、次のフラグを設定します。

COPYFILE_DISABLE=1 

4. ダウンロードしたモデルをフォルダー (compiled-model-folder) に解凍します。

tar xzvf model-deeplens.tar.gz -C compiled-model-folder

5. コンパイルされたモデルフォルダを圧縮します。

tar czvf compiled-model-foler.tar.gz compiled-model-folder

6. 圧縮されたコンパイル済みモデルのフォルダを S3 にアップロードします。ターゲット S3 パスをメモ
しておきます。このパスを使用して、次のステップでモデルをインポートします。

7. AWS DeepLens コンソールに移動し、前のステップで選択した S3 パスを指定してモデルをインポー
トします。モデルの設定で、モデルのフレームワークを Other に設定します。

コンパイル済みモデルを AWS DeepLens デバイスにデプロイする準備ができました。コンパイル済みモ
デルをデプロイするステップは、コンパイル済みでないモデルと同じです。

コンパイル済みモデルの AWS DeepLens 推論エンジンへのロー
ド
コンパイル済みモデルを AWS DeepLens 推論エンジンにロードするには、コンパイル済みのモデルアー
ティファクトと Neo ランタイムを含むフォルダ名を指定します。awscam.Model クラスを Lambda 関数
でインスタンス化するときに、この操作を行います。次のコード例は、この方法を示しています。

import awscam
model = awscam.Model('compiled-model-folder', {'GPU': 1}, runtime=1)
ret, image = awscam.getlastFrame()
infer_results = model.doInference(image)

この関数は、コンパイル済みモデルを Neo ランタイムで使用して推測を実行するようになりました。推論
のコンパイル済みモデルを使用するには、runtime=1 を設定し、model オブジェクトの作成時に、GPU 
({'GPU' : 1}) を選択する必要があります。

出力 infer_results は raw 推測結果をディクショナリオブジェクトとして返します。ここで
infer_results[i] は ith 出力レイヤーの結果を保持します。たとえば、イメージ分類ネットワーク 
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(例: resnet-50) に Softmax 出力レイヤーが 1 つのみある場合、infer_results[0] は Numpy 配列と、N
というラベルが付けられた各イメージの可能性を示すサイズ N x 1 です。

AWS DeepLens プロジェクト構築のチュートリア
ル

このセクションでは、AWS DeepLensサポートされている機械学習フレームワークでトレーニングされた
ディープラーニングモデルを使用してプロジェクトを構築し、デプロイし、 end-to-end テストする手順を
説明するチュートリアルを紹介します。

トピック
• TensorFlowトレーニングを受けたモデルによる頭部姿勢検出プロジェクトの構築と実行 (p. 81)

TensorFlowトレーニングを受けたモデルによる頭部姿
勢検出プロジェクトの構築と実行
このチュートリアルでは、 end-to-end AWS DeepLens頭のポーズを検出するプロジェクトを構築して実行
するプロセスを説明します。このプロジェクトは、頭部姿勢の検出サンプルプロジェクトに基づいていま
す。具体的な内容は以下のとおりです。

1. TensorFlow のフレームワークを使用してコンピュータビジョンモデルをトレーニングする方法。こ
れには SageMaker、が使用する protobuff 形式へのモデルアーティファクトの変換が含まれますAWS 
DeepLens。

2. Lambda 推論関数を作成し、AWS DeepLens ビデオカメラからのビデオフィードでキャプチャされたフ
レームに基づいて頭部姿勢を推論する方法。

3. AWS DeepLensプロジェクトを作成し、 SageMakerトレーニングされたディープラーニングモデルと 
Lambda 推論関数を含める方法。

4. プロジェクトを AWS DeepLens デバイスにデプロイしてプロジェクトを実行し、その結果を確認する
方法。

トピック
• で AWS サンプルプロジェクトを入手 GitHub (p. 81)
• Amazon S3 でプロジェクトのデータストアをセットアップする (p. 83)
• トレーニング用の入力データを準備する SageMaker (p. 84)
• で頭部姿勢の検出モデルをトレーニングする SageMaker (p. 85)
• Lambda 推論関数を作成して頭部姿勢を検出する (p. 91)
• 頭部姿勢の検出プロジェクトの作成とデプロイ (p. 97)

で AWS サンプルプロジェクトを入手 GitHub
このチュートリアルは、頭部姿勢の検出サンプルプロジェクト (p. 53)に基づいています。オリジナルの
Head Pose Image Database からの入力データの準備に使用された前処理スクリプトを含むサンプルプロ
ジェクトのソースコードは、で入手できますGitHub。
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HeadPose_ResNet 50_Tutorial.ipynb ファイルには、モデルのトレーニングを学んだり調べたりするため
の出発点として、ノートブックテンプレートが用意されています。preprocessingDataset_py2.py はそのま
ま使用し、トレーニングの入力データを準備することができます。
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zip GitHub 形式のプロジェクトファイルをローカルドライブにダウンロードして解凍できます。または、 
GitHub プロジェクトをクローンすることもできます。プロジェクトのクローンを作成するには、ターミナ
ルウィンドウを開き、作業ディレクトリで次の Git コマンドを入力します。

git clone https://github.com/aws-samples/headpose-estimator-apache-mxnet

デフォルトでは、ダウンロードまたはクローンされたプロジェクトフォルダは headpose-estimator-
apache-mxnet-masterです。このチュートリアル全体で、このデフォルトのフォルダ名をプロジェクト
フォルダに使用します。

GitHub プロジェクトをテンプレートにしたので、S3 にプロジェクトのデータストアを設定してプロジェ
クトの構築を開始する準備ができました (p. 83)。

Amazon S3 でプロジェクトのデータストアをセットアップする
このプロジェクトでは、 SageMaker を使用してモデルをトレーニングします。これを行うには、トレー
ニングジョブに必要な入力と、トレーニングジョブで生成された出力を保存するため、S3 バケットと 4 
つのサブフォルダを準備する必要があります。

ここでは、Amazon S3 バケットを作成し、これに deeplens-sagemaker-models-<my-name> という
名前を付けます。自分の名前または何らかの ID を <my-name> プレースホルダーに入力して、バケット名
を一意にします。このバケットでは、頭部姿勢の検出に固有のモデルをトレーニングするためのデータを
保持する headpose フォルダを作成します。

次に、headpose フォルダの下に次の 4 つのサブフォルダを作成します。

• deeplens-sagemaker-models-<my-name>/headpose/TFartifacts: トレーニングの出力 (ト
レーニングされたモデルアーティファクト) を保存します。

• deeplens-sagemaker-models-<my-name>/headpose/customTFcodes

• deeplens-sagemaker-models-<my-name>/headpose/datasets: トレーニング入力である、事前
処理されたイメージと既知の頭部姿勢を保存します。

• deeplens-sagemaker-models-<my-name>/headpose/testIMs

以下のステップに従い、Amazon S3 コンソールを使用してバケットとフォルダを作成します。

1. https://console.aws.amazon.com/s3/home?region=us-east-1 で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. Amazon S3 バケットがまだ存在しない場合は、[+ Create bucket] (+ バケットの作成) を選択

し、[Bucket name] (バケット名) に deeplens-sagemaker-models-<my-name> と入力し、他の
オプションではデフォルト値を使用し、[Create] (作成) を選択します。それ以外の場合は、既存のバ
ケット名をダブルクリックしてバケットを選択します。

3. [+ フォルダの作成] を選択し、フォルダ名に headpose を入力して、[保存] を選択します。
4. 作成した headpose フォルダを選択し、[+ Create folder] (+ フォルダの作成) を選択して、headpose

で 4 つのサブフォルダ (TFartifacts、customTFcodes、datasets、testIMs) を 1 つずつ作成
します。

83

https://console.aws.amazon.com/s3/home?region=us-east-1


AWS DeepLens デベロッパーガイド
頭部姿勢の検出プロジェクトの構築と実行

次に、トレーニング用の入力データを用意する (p. 84)必要があります SageMaker。

トレーニング用の入力データを準備する SageMaker
オリジナルのヘッドポーズ画像データベース (HeadPoseImageDatabase.tar.gz ファイル) は、一連のチル
ト/パンポジションでの15人のヘッドポーズの画像 (.jpegファイル) とラベル (.txtファイル) で構成されてい
ます。これらは、 SageMaker トレーニングジョブの入力として 1 つの.pkl ファイルに変換する必要があり
ます。

トレーニングデータを準備するには、Github の頭部姿勢サンプルプロジェクト (p. 81)で提供されて
いる事前処理スクリプト preprocessingDataset_py2.py を使用できます。このスクリプトは、Python 
Notebook インスタンスを通じて、コンピュータでローカルに、または AWS クラウドで実行できます。
このセクションでは、トレーニングデータをローカルに準備する方法について説明します。the section 
called “で頭部姿勢の検出モデルをトレーニングする SageMaker” (p. 85) の Notebook インスタンスでこ
れを実行する方法について説明します。

1. ターミナルを開き、頭部姿勢のサンプルプロジェクト (p. 81)をダウンロードしたディレクトリに移
動します。

2. 次の Python (バージョン) 2.7 のコマンドを実行します

python preprocessingDataset_py2.py --num-data-aug 15 --aspect-ratio 1
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cv2 モジュールが見つからないというエラーが表示された場合は、次のコマンドを実行して、不足し
ているモジュールをインストールします。

python -m pip install opencv-python

次に、事前処理スクリプトを再実行します。

このプロセスの完了には 15～20 時間かかります。前処理スクリプトは、結果を現在の作業ディレク
トリの HeadPoseData _trn_test_x15_py2.pkl ファイルとして出力します。

3. 前処理済みのトレーニングデータ (HeadPoseData_trn_test_x15_py2.pkl) ファイルを Amazon 
S3deeplens-sagemaker-models-<my-name>/headpose/datasets のフォルダにアップロー
ドします。この操作は、以下に示すように Amazon S3 コンソールを使用して行うことも、次の AWS 
CLI コマンドを使用して行うこともできます。

aws s3 cp HeadPoseData_trn_test_x15_py2.pkl s3://deeplens-sagemaker-models-<my-name>/
headpose/datasets 

Note

ローカルで実行する代わりに、cv2および Python 2.7 () SageMaker がすぐに利用できるノート
ブックインスタンスのコードセルにより、AWS クラウドで入力データを準備できます。ここ
で、Python 2.7 (python2) は容易に使用でき、次のように、ステップ 2 とステップ 3 でコマンド
を実行します。

!python2 preprocessingDataset_py2.py --num-data-aug 15 --aspect-ratio 1

and

!aws s3 cp HeadPoseData_trn_test_x15_py2.pkl s3://deeplens-sagemaker-models-<my-
name>/headpose/datasets 

ノートブックインスタンスは ml.p2.xlarge タイプなどの十分に強力な EC2 インスタンスで実
行する必要があります。

これで入力データを準備し、S3 に保存したので、モデルをトレーニング (p. 85)する準備が整いまし
た。

で頭部姿勢の検出モデルをトレーニングする SageMaker
モデルをトレーニングするには SageMaker、次のステップを実行し、 SageMakerコンソールを使用して
ノートブックを作成します。

SageMaker ノートブックを作成する

1. https://console.aws.amazon.com/sagemaker/home?region=us-east-1 SageMaker  でコンソールにサイ
ンインします。

2. メインのナビゲーションペインから、[ノートブックインスタンス] を選択します。
3. [Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) ページの [Notebook instance settings]

(ノートブックインスタンス設定) で、以下の操作を行います。

a. [ノートブックインスタンス名] に「TFHeadpose」と入力します。
b. その他のオプションはすべてデフォルト値のままにしておきます。

85

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://console.aws.amazon.com/sagemaker/home?region=us-east-1


AWS DeepLens デベロッパーガイド
頭部姿勢の検出プロジェクトの構築と実行

c. [Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) を選択します。
4. TFHeadpose ノートブックインスタンスの横にある [Open] (開く) を選択します (ノートブックインス

タンスのステータスが inService になった後)。
5. 右上隅の [アップロード] を選択し、ノートブックインスタンスおよびその他の必要なファイルのイン

ポートを開始します。
6. ファイルピッカーで、前にクローンまたはダウンロードした headpose-estimator-apache-mxnet-

master プロジェクトフォルダの HeadPost_SageMaker _PythonSDK フォルダに移動します。次に、
以下のファイルを選択します。

• resnet_headpose.py: これは、指定した入力データに適用された付随する
resnet_model_headpose.py ファイルに示された、ディープラーニングネットワークアーキテクチャ
を使用したトレーニングのワークフローを定義するスクリプトです。

• resnet_model_headpose.py: これは、頭部姿勢の検出のモデルをトレーニングするために使用され
るディープラーニングネットワークアーキテクチャを示す Python スクリプトです。

• tensorflow_resnet_headpost_for_deeplens.ipynb: これは、データの準備と変換を含
む、resnet_headpose.py SageMaker  のスクリプトに従ってトレーニングを管理するジョブを実行
するノートブックインスタンスです。

次に、[開く] を選択します。

AWS クラウドで前処理スクリプトを実行する場合は、headpose-estimator-apache-mxnet-master
フォルダに移動し、preprocessingDataset_py2.py を選択して [開く] を選択します。

7. TFHeadpose ノートブックの [Files] (ファイル) タブで、新たに選択したファイルごとに [Upload]
(アップロード) を選択して、ノートブックへのファイルのインポートを完了します。これで、 
SageMaker モデルをトレーニングするジョブを実行する準備ができました。

8. tensorflow_resnet_headpose_for_deeplens.ipynb を選択して、別のブラウザタブでノートブックイン
スタンスを開きます。ノートブックインスタンスにより、 SageMaker ジョブを実行してモデルをト
レーニングし、モデルアーティファクトをでサポートされている形式に変換するために必要なタスク
を完了できますAWS DeepLens。

9. SageMaker ジョブを実行して、ノートブックインスタンスでモデルをトレーニングします。この実装
は、シーケンシャルに実行できる別のコードセルで示されています。

a. [環境を設定] の下のコードセルには、 SageMaker モデルトレーニングジョブの入出力用のデータ
ストアを構成する Python コードが含まれています。

import os
import sagemaker
from sagemaker import get_execution_role

s3_bucket = 'deeplens-sagemaker-models-<my-name>'
headpose_folder = 'headpose'

#Bucket location to save your custom code in tar.gz format.
custom_code_folder = 'customTFcodes'
custom_code_upload_location = 's3://{}/{}/{}'.format(s3_bucket, headpose_folder, 
 custom_code_folder)

#Bucket location where results of model training are saved.
model_artifacts_folder = 'TFartifacts'
model_artifacts_location = 's3://{}/{}/{}'.format(s3_bucket, headpose_folder, 
 model_artifacts_folder)

#IAM execution role that gives SageMaker access to resources in your AWS account.
#We can use the SageMaker Python SDK to get the role from our notebook 
 environment.  
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role = get_execution_role()

S3 バケットとフォルダ (p. 83) をデータストアとして使用するには、S3 バケット名 (例:
deeplens-sagemaker-models-<my-name>) を s3_bucket 変数に割り当てます。指定された
フォルダ名が、Amazon S3 バケット内のすべてと一致することを確認します。

このコードブロックを実行するには、ノートブックインスタンスのメニューバーから [実行] を選
択します。

b. 「sagemaker.tensorflow を使用してトレーニングジョブを作成する」の下にあります。 
TensorFlow 推定では、コードセルには次のタスクを実行するコードスニペットが含まれていま
す。

1. sagemaker.tensorflow をインスタンス化します。 TensorFlowEstimator クラス (estimator)。
トレーニングスクリプトとプロセス構成が指定されています。

2. 推定器と、指定されたデータストアのトレーニングデータを使用してモデル 
(estimator.fit(…)) のトレーニングを開始します。

コードスニペットは次のように表示されます。

from sagemaker.tensorflow import TensorFlow

source_dir = os.path.join(os.getcwd())

# AWS DeepLens currently supports TensorFlow version 1.4 (as of August 24th 2018).  
estimator = TensorFlow(entry_point='resnet_headpose.py', 
                       framework_version = 1.4, 
                       source_dir=source_dir, 
                       role=role, 
                       training_steps=25000, evaluation_steps=700, 
                       train_instance_count=1,  
                       base_job_name='deeplens-TF-headpose', 
                       output_path=model_artifacts_location, 
                       code_location=custom_code_upload_location, 
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                       train_instance_type='ml.p2.xlarge', 
                       train_max_run = 432000, 
                       train_volume_size=100)

# Head-pose dataset "HeadPoseData_trn_test_x15_py2.pkl" is in the following S3 
 folder.  
dataset_location = 's3://{}/{}/datasets'.format(s3_bucket, headpose_folder)

estimator.fit(dataset_location)

estimatorオブジェクトを作成するには、 TensorFlow カスタムモデルトレーニングスクリプ
トが含まれている Python ファイルの名前を割り当てます。entry_pointこのカスタムコード
ファイルは、このチュートリアルではノートブックインスタンスが配置されているのと同じディ
レクトリにアップロードされた resnet_headpose.py です。にはframework_version、 
TensorFlowAWS DeepLensがサポートするバージョンを指定してください。

ml.p2.xlarge の train_instance_type では、トレーニングジョブ (estimator.fit(…)) 
を完了するのに、請求可能な 約 6.7 コンピューティング時間がかかります。処理の高速化やコス
トの最適化のため、他の train_instance_type オプションを試すことができます。

正しくトレーニングされたモデルアーティファクト (model.tar.gz) は、S3 バケットにアップロー
ドされます。

s3://deeplens-sagemaker-models-<my-name>/headpose/TFartifacts/<training-job-name>/
output/model.tar.gz

ここで、<training-job-name> は <base_job_name>-<timestamp> 形式になります。
上記のトレーニングコードを使用すると、<training-job-name> の例は deeplens-TF-
headpose-2018-08-16-20-10-09-991 のようになります。このモデルアーティファクト
を、AWS DeepLens でサポートされている固定された protobuff 形式に変換する必要がありま
す。

c. トレーニング済みのモデルアーティファクト (model.tar.gz) を固定された protobuff ファイル 
(frozen.model.pb) に変換するには、次の操作を行います。

i. 以下のコードを実行し、ノートブックのコードセルで AWS SDK for Python (boto3) を使用
して、トレーニングされたモデルアーティファクトを S3 バケットからノートブックにダウ
ンロードします。

import boto3
s3 = boto3.resource('s3')

#key = '{}/{}/{}/output/model.tar.gz'.format(headpose_folder, 
 model_artifacts_folder,estimator.latest_training_job.name)
key = '{}/{}/{}/output/model.tar.gz'.format(headpose_folder, 
 model_artifacts_folder, 'deeplens-TF-headpose-2018-08-16-20-10-09-991')

print(key)
s3.Bucket(s3_bucket).download_file(key,'model.tar.gz')

ダウンロードしたファイルを検証するには、ノートブックのコードセルで次のシェルコマン
ドを実行してから、出力を調べます。

!ls

ii. トレーニングされたモデルアーティファクト (model.tar.gz) を解凍するには、コードセルで
次のシェルコマンドを実行します。

88

https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/tf-training-inference-code-template.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/tf-training-inference-code-template.html
http://aws.amazon.com/sagemaker/pricing/instance-types/


AWS DeepLens デベロッパーガイド
頭部姿勢の検出プロジェクトの構築と実行

!tar -xvf model.tar.gz

このコマンドでは、次の出力が生成されます。

export/
export/Servo/
export/Servo/1534474516/
export/Servo/1534474516/variables/
export/Servo/1534474516/variables/variables.data-00000-of-00001
export/Servo/1534474516/variables/variables.index
export/Servo/1534474516/saved_model.pb

モデルディレクトリへのパスは、export/*/* パターンです。固定された protobuff ファイ
ルをモデルアーティファクトから作成するには、モデルのディレクトリパスを指定する必要
があります。このディレクトリパスを取得する方法を、次のステップで示します。

iii. モデルディレクトリを取得し、メモリにキャッシュするには、ノートブックインスタンスの
コードセルで次の Python コマンドを実行します。

import glob
model_dir = glob.glob('export/*/*')
# The model directory looks like 'export/Servo/{Assigned by Amazon SageMaker}'
print(model_dir)

この出力は ['export/Servo/1534474516'] です。

グラフの固定と、固定された protobuff 形式での保存に進むことができます。
iv. TensorFlow グラフを固定して固定されたprotobuff 形式で保存するには、次の Python コード

スニペットを、ノートブックインスタンスのコードセルで実行します。このコードスニペッ
トによって以下の処理が実行されます。

1. tf.graph_util モジュールから convert_variables_to_constants を呼び出して
グラフを固定します。

2. tf.graph_util モジュールから remove_training_nodes を呼び出して、不要なすべ
てのノードを削除します。

3. optimize_for_inference_lib モジュールから optimize_for_inference を呼び
出して、graph_def を推論します。

4. ファイルをシリアル化し、protobuff として保存します。

import tensorflow as tf
from tensorflow.python.tools import optimize_for_inference_lib
def freeze_graph(model_dir, input_node_names, output_node_names): 
    """Extract the sub graph defined by the output nodes and convert  
    all its variables into constant  
    Args: 
        model_dir: the root folder containing the checkpoint state file, 
        input_node_names: a comma-separated string, containing the names of all 
 input nodes 
        output_node_names: a comma-separated string, containing the names of 
 all output nodes,  
                             
    """ 
     
    # We start a session using a temporary fresh Graph 
    with tf.Session(graph=tf.Graph()) as sess: 
        # We import the meta graph in the current default Graph 
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        tf.saved_model.loader.load(sess, 
 [tf.saved_model.tag_constants.SERVING], model_dir) 

        # We use a built-in TF helper to export variables to constants 
        input_graph_def = tf.graph_util.convert_variables_to_constants( 
            sess, # The session is used to retrieve the weights 
            tf.get_default_graph().as_graph_def(), # The graph_def is used to 
 retrieve the nodes  
            output_node_names.split(",") # The output node names are used to 
 select the usefull nodes 
        )  

    # We generate the inference graph_def 
    input_node_names=['Const_1']    # an array of the input node(s) 
    output_graph_def = 
 optimize_for_inference_lib.optimize_for_inference(tf.graph_util.remove_training_nodes(input_graph_def), 
                                                                         
 input_node_names.split(","),  # an array of input nodes 
                                                                         
 output_node_names.split(","), # an array of output nodes 
                                                                         
 tf.float32.as_datatype_enum) 
    # Finally we serialize and dump the output graph_def to the filesystem 
    with tf.gfile.GFile('frozen_model.pb', "wb") as f: 
            f.write(output_graph_def.SerializeToString())

freeze_graph(model_dir[0], 'Const_1', 'softmax_tensor')

その結果、モデルアーティファクトは固定された protobuff 形式 (frozen_model.pb) に変
換され、ノートブックインスタンスのホームディレクトリ (model_dir[0]) に保存されま
す。

上記のコードでは、入力ノードと出力ノード ('Const_1' および 'softmax_tensor') を
指定する必要があります。詳細については、resnet_model_headpose.py を参照してくださ
い。

後で AWS DeepLens プロジェクトを作成するときに、この固定されたグラフをプロジェク
トに追加する必要があります。このためには、protobuff ファイルを Amazon S3 フォルダ
にアップロードする必要があります。このチュートリアルでは、S3 SageMaker のトレー
ニングジョブの出力フォルダー (s3://deeplens-sagemaker-models-<my-name>/
headpose/TFartifacts/<sagemaker-job-name>/output) を使用できます。ただし、
このモデルは AWS DeepLens の外部でトレーニングされたモデルと見なされます。

d. SageMaker 固定されたグラフをトレーニングジョブの出力フォルダにアップロードするには、
次の Python コードスニペットを、実行中のノートブックインスタンスのコードセルで実行しま
す。

data = open('frozen_model.pb', "rb")
#key = '{}/{}/{}/output/frozen_model.pb'.format(headpose_folder, 
 model_artifacts_folder,estimator.latest_training_job.name)
key = '{}/{}/{}/output/frozen_model.pb'.format(headpose_folder, 
 model_artifacts_folder, 'deeplens-TF-headpose-2018-08-16-20-10-09-991')
s3.Bucket(s3_bucket).put_object(Key=key, Body=data)

アップロードが完了すると、モデルを AWS DeepLens プロジェクトにインポートする準備が整
います。プロジェクトを作成する前に、このトレーニングされたモデルに基づいて推論を実行す
る Lambda 関数を作成する (p. 91)必要があります。
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Lambda 推論関数を作成して頭部姿勢を検出する
頭部姿勢の検出のために AWS DeepLens デバイスへのデプロイ用に AWS DeepLens プロジェクトを作成
する前に、Lambda 関数を作成して発行し、トレーニングされたモデルに基づいて推論を行う必要があり
ます。

Lambda 推論関数を作成するには、の手順に従います。ただしthe section called “Lambda 推論関数を作成
して公開する” (p. 73)、 greengrassHelloWorld .py ファイルのコードを、頭部姿勢の検出サンプルプロ
ジェクト (p. 53)で使用されている次のようなコードに置き換えます。

""" This is a lambda function that demonstrates how one can use a deep learning network 
    (ResNet) to detect the person's head pose. We use a shaded rectangle to indicate 
    the region that the persons head is pointed towards. We also display a red ball 
    that moves with the person's head.
"""
from threading import Thread, Event
import os
import json
import numpy as np
import cv2
import greengrasssdk
import awscam
import mo

class LocalDisplay(Thread): 
    """ Class for facilitating the local display of inference results 
        (as images). The class is designed to run on its own thread. In 
        particular the class dumps the inference results into a FIFO 
        located in the tmp directory (which lambda has access to). The 
        results can be rendered using mplayer by typing: 
        mplayer -demuxer lavf -lavfdopts format=mjpeg:probesize=32 /tmp/results.mjpeg 
    """ 
    def __init__(self, resolution): 
        """ resolution - Desired resolution of the project stream""" 
        # Initialize the base class, so that the object can run on its own 
        # thread. 
        super(LocalDisplay, self).__init__() 
        # List of valid resolutions 
        RESOLUTION = {'1080p' : (1920, 1080), '720p' : (1280, 720), '480p' : (858, 480)} 
        if resolution not in RESOLUTION: 
            raise Exception("Invalid resolution") 
        self.resolution = RESOLUTION[resolution] 
        # Initialize the default image to be a white canvas. Clients 
        # will update the image when ready. 
        self.frame = cv2.imencode('.jpg', 255*np.ones([640, 480, 3]))[1] 
        self.stop_request = Event() 

    def run(self): 
        """ Overridden method that continually dumps images to the desired 
            FIFO file. 
        """ 
        # Path to the FIFO file. The lambda only has permissions to the tmp 
        # directory. Pointing to a FIFO file in another directory 
        # will cause the lambda to crash. 
        result_path = '/tmp/results.mjpeg' 
        # Create the FIFO file if it doesn't exist. 
        if not os.path.exists(result_path): 
            os.mkfifo(result_path) 
        # This call will block until a consumer is available 
        with open(result_path, 'w') as fifo_file: 
            while not self.stop_request.isSet(): 
                try: 
                    # Write the data to the FIFO file. This call will block 
                    # meaning the code will come to a halt here until a consumer 
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                    # is available. 
                    fifo_file.write(self.frame.tobytes()) 
                except IOError: 
                    continue 

    def set_frame_data(self, frame): 
        """ Method updates the image data. This currently encodes the 
            numpy array to jpg but can be modified to support other encodings. 
            frame - Numpy array containing the image data of the next frame 
                    in the project stream. 
        """ 
        ret, jpeg = cv2.imencode('.jpg', cv2.resize(frame, self.resolution)) 
        if not ret: 
            raise Exception('Failed to set frame data') 
        self.frame = jpeg 

    def join(self): 
        self.stop_request.set()

class HeadDetection(): 
    """ Custom class that helps us post process the data. In particular it draws 
        a ball that moves across the screen depending on the head pose. 
        It also draws a rectangle indicating the region that the person's head is pointing 
        to. We divide the frame into 9 distinct regions. 
    """ 
    def __init__(self, circ_cent_x, circ_cent_y): 
        """ circ_cent_x - The x coordinate for the center of the frame 
            circ_cent_y - The y coordinate for the center of the frame 
        """ 
        self.result_thread = LocalDisplay('480p') 
        self.result_thread.start() 
        self.circ_cent_x = circ_cent_x 
        self.circ_cent_y = circ_cent_y 
        # Compute the maximum x and y coordinates. 
        self.x_max = 2 * circ_cent_x 
        self.y_max = 2 * circ_cent_y 
        # Number of quadrants to split the image into. 
        # This is model dependent. 
        self.quadrants = 9 

    def update_coords(self, frame, change_x, change_y, label): 
        """ Helper method that draws a rectangle in the region the person is looking at. 
            It also draws a red ball that changes its speed based on how long a person 
            has been looking at a particular direction. 
            frame - The frame where the ball and rectangle should be drawn 
            change_x - The amount to increment the x axis after drawing the red ball. 
            change_y - The amount to increment the y axis after drawing the red ball. 
            label - Label corresponding to the region that the person's head is looking at. 
        """ 
        # Set coordinates of the rectangle that will be drawn in the region that the 
        # person is looking at. 
        rect_margin = 10 
        rect_width = frame.shape[1] // 3 - rect_margin * 2 
        rect_height = frame.shape[0] // 3 - rect_margin * 2 
        # Set the draw options. 
        overlay = frame.copy() 
        font_color = (20, 165, 255) 
        line_type = 8 
        font_type = cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX 
        # Draw the rectangle with some text to indicate the region. 
        if label == 0: 
            cv2.putText(frame, "Down Right", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color, 
 line_type) 
            cv2.rectangle(overlay, 
                          (frame.shape[1] // 3 * 2 + rect_margin, 
                           frame.shape[0] // 3 * 2 + rect_margin), 
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                          (frame.shape[1] // 3 * 2 + rect_width, 
                           frame.shape[0] // 3 * 2 + rect_height), 
                          (0, 255, 0), -1) 
        elif label == 1: 
            cv2.putText(frame, "Right", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color, 
 line_type) 
            cv2.rectangle(overlay, 
                          (frame.shape[1] // 3 * 2 + rect_margin, 
                           frame.shape[0] // 3 * 1 + rect_margin), 
                          (frame.shape[1] // 3 * 2 + rect_width, 
                           frame.shape[0] // 3 * 1 + rect_height), 
                          (0, 255, 0), -1) 
        elif label == 2: 
            cv2.putText(frame, "Up Right", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color, 
 line_type) 
            cv2.rectangle(overlay, 
                          (frame.shape[1] // 3 * 2 + rect_margin, rect_margin), 
                          (frame.shape[1] // 3 * 2 + rect_width, rect_height), 
                          (0, 255, 0), -1) 
        elif label == 3: 
            cv2.putText(frame, "Down", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color, 
 line_type) 
            cv2.rectangle(overlay, 
                          (frame.shape[1] // 3 * 1 + rect_margin, 
                           frame.shape[0] // 3 * 2 + rect_margin), 
                          (frame.shape[1] // 3 * 1 + rect_width, 
                           frame.shape[0] // 3 * 2 + rect_height), 
                          (0, 255, 0), -1) 
        elif label == 4: 
            cv2.putText(frame, "Middle", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color, 
 line_type) 
            cv2.rectangle(overlay, 
                          (frame.shape[1] // 3 * 1 + rect_margin, 
                           frame.shape[0] // 3 * 1 + rect_margin), 
                          (frame.shape[1] // 3 * 1 + rect_width, 
                           frame.shape[0] // 3 * 1 + rect_height), 
                          (0, 255, 0), -1) 
        elif label == 5: 
            cv2.putText(frame, "Up", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color, line_type) 
            cv2.rectangle(overlay, 
                          (frame.shape[1] // 3 * 1 + rect_margin, rect_margin), 
                          (frame.shape[1] // 3 * 1 + rect_width, rect_height), 
                          (0, 255, 0), -1) 
        elif label == 6: 
            cv2.putText(frame, "Down Left", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color, 
 line_type) 
            cv2.rectangle(overlay, 
                          (rect_margin, frame.shape[0] // 3 * 2 + rect_margin), 
                          (rect_width, frame.shape[0] // 3 * 2 + rect_height), 
                          (0, 255, 0), -1) 
        elif label == 7: 
            cv2.putText(frame, "Left", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color, 
 line_type) 
            cv2.rectangle(overlay, 
                          (rect_margin, frame.shape[0] // 3 * 1 + rect_margin), 
                          (rect_width, frame.shape[0] // 3 * 1 + rect_height), 
                          (0, 255, 0), -1) 
        else: 
            cv2.putText(frame, "Up Left", (1024, 440 - 15), font_type, 3, font_color, 
 line_type) 
            cv2.rectangle(overlay, (rect_margin, rect_margin), 
                          (rect_width, rect_height), (0, 255, 0), -1) 
        # Set the opacity 
        alpha = 0.2 
        cv2.addWeighted(overlay, alpha, frame, 1 - alpha, 0, frame) 
        # Draw the red ball at the previous x-y position. 
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        cv2.circle(frame, (self.circ_cent_x, self.circ_cent_y), 50, (0, 0, 255), -1) 
        # Update the balls x-y coordinates. 
        self.circ_cent_x += int(change_x) 
        self.circ_cent_y += int(change_y) 
        # Make sure the ball stays inside the image. 
        if self.circ_cent_x > self.x_max: 
            self.circ_cent_x = self.x_max 
        if self.circ_cent_x < 0: 
            self.circ_cent_x = 0 
        if self.circ_cent_y > self.y_max: 
            self.circ_cent_y = self.y_max 
        if self.circ_cent_y < 0: 
            self.circ_cent_y = 0 
        # Send the post processed frame to the FIFO file for display 
        self.result_thread.set_frame_data(frame) 

    def adjust_x_vel(self, velocity, pct_of_center): 
        """ Helper for computing  the next x coordinate. 
            velocity - x direction velocity. 
            pct_of_center - The percantage around the center of the image that 
            we should consider a dead zone. 
        """ 
        x_vel = 0 
        if self.circ_cent_x < (1.0 - pct_of_center) * self.x_max/2: 
            x_vel = velocity 
        if self.circ_cent_x > (1.0 - pct_of_center) * self.x_max/2: 
            x_vel = -1 *velocity 
        return x_vel 

    def adjust_y_vel(self, velocity, pct_of_center): 
        """ Helper for computing  the next y coordinate. 
            velocity - y direction velocity. 
            pct_of_center - The percantage around the center of the image that 
            we should consider a dead zone. 
        """ 
        y_vel = 0 
        if self.circ_cent_y < (1.0 - pct_of_center) * self.y_max/2: 
            y_vel = velocity 
        if self.circ_cent_y > (1.0 - pct_of_center) * self.y_max/2: 
            y_vel = -1 * velocity 
        return y_vel 

    def send_data(self, frame, parsed_results): 
        """ Method that handles all post processing and sending the results to a FIFO file. 
            frame - The frame that will be post processed. 
            parsed_results - A dictionary containing the inference results. 
        """ 
        label = parsed_results[0]["label"] 
        # Use the probability to determine the velocity, scale it by 100 so that the ball 
        # moves across the screen at reasonable rate. 
        velocity = parsed_results[0]["prob"] * 100 
        pct_of_center = 0.05 

        if label == 0: 
            self.update_coords(frame, velocity, velocity, label) 
        elif label == 1: 
            self.update_coords(frame, velocity, 
                               self.adjust_y_vel(velocity, pct_of_center), label) 
        elif label == 2: 
            self.update_coords(frame, velocity, -1*velocity, label) 
        elif label == 3: 
            self.update_coords(frame, self.adjust_x_vel(velocity, pct_of_center), 
                               velocity, label) 
        elif label == 4: 
            self.update_coords(frame, self.adjust_x_vel(velocity, pct_of_center), 
                               self.adjust_y_vel(velocity, pct_of_center), 
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                               label) 
        elif label == 5: 
            self.update_coords(frame, self.adjust_x_vel(velocity, pct_of_center), 
                               -1*velocity, label) 
        elif label == 6: 
            self.update_coords(frame, -1*velocity, velocity, label) 
        elif label == 7: 
            self.update_coords(frame, -1*velocity, self.adjust_y_vel(velocity, 
 pct_of_center), 
                               label) 
        elif label == 8: 
            self.update_coords(frame, -1*velocity, -1*velocity, label) 

    def get_results(self, parsed_results, output_map): 
        """ Method converts the user entered number of top inference 
            labels and associated probabilities to json format. 
            parsed_results - A dictionary containing the inference results. 
            output_map - A dictionary that maps the numerical labels returned 
            the inference engine to human readable labels. 
        """ 
        if self.quadrants <= 0 or self.quadrants > len(parsed_results): 
            return json.dumps({"Error" : "Invalid"}) 

        top_result = parsed_results[0:self.quadrants] 
        cloud_output = {} 
        for obj in top_result: 
            cloud_output[output_map[obj['label']]] = obj['prob'] 
        return json.dumps(cloud_output)

def head_detection(): 
    """ This method serves as the main entry point of our lambda. 
    """ 
    # Creating a client to send messages via IoT MQTT to the cloud 
    client = greengrasssdk.client('iot-data') 
    # This is the topic where we will publish our messages too 
    iot_topic = '$aws/things/{}/infer'.format(os.environ['AWS_IOT_THING_NAME']) 
    try: 
        # define model prefix and the amount to down sample the image by. 
        input_height = 84 
        input_width = 84 
        model_name="frozen_model"  
        # Send message to IoT via MQTT 
        client.publish(topic=iot_topic, payload="Optimizing model") 
        ret, model_path = mo.optimize(model_name, input_width, input_height, platform='tf') 
        # Send message to IoT via MQTT 
        client.publish(topic=iot_topic, payload="Model optimization complete") 
        if ret is not 0: 
            raise Exception("Model optimization failed, error code: {}".format(ret)) 
        # Send message to IoT via MQTT 
        client.publish(topic=iot_topic, payload="Loading model") 
        # Load the model into cl-dnn 
        model = awscam.Model(model_path, {"GPU": 1}) 
        # Send message to IoT via MQTT 
        client.publish(topic=iot_topic, payload="Model loaded") 
        # We need to sample a frame so that we can determine where the center of 
        # the image is located. We assume that 
        # resolution is constant during the lifetime of the Lambda. 
        ret, sample_frame = awscam.getLastFrame() 
        if not ret: 
            raise Exception("Failed to get frame from the stream") 
        # Construct the custom helper object. This object just lets us handle 
 postprocessing 
        # in a managable way. 
        head_pose_detection = HeadDetection(sample_frame.shape[1]/2, 
 sample_frame.shape[0]/2) 
        # Dictionary that will allow us to convert the inference labels 
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        # into a human a readable format. 
        output_map = ({0:'Bottom Right', 1:'Middle Right', 2:'Top Right', 3:'Bottom 
 Middle', 
                       4:'Middle Middle', 5:'Top Middle', 6:'Bottom Left', 7:'Middle Left', 
                       8:'Top Left'}) 
        # This model is a ResNet classifier, so our output will be classification. 
        model_type = "classification" 
        # Define a rectangular region where we expect the persons head to be. 
        crop_upper_left_y = 440 
        crop_height = 640 
        crop_upper_left_x = 1024 
        crop_width = 640 
        while True: 
            # Grab the latest frame off the mjpeg stream. 
            ret, frame = awscam.getLastFrame() 
            if not ret: 
                raise Exception("Failed to get frame from the stream") 
            # Mirror Image 
            frame = cv2.flip(frame, 1) 
            # Draw the rectangle around the area that we expect the persons head to be. 
            cv2.rectangle(frame, (crop_upper_left_x, crop_upper_left_y), 
                          (crop_upper_left_x + crop_width, crop_upper_left_y + 
 crop_height), 
                          (255, 40, 0), 4) 
            # Crop the the frame so that we can do inference on the area of the frame where 
            # expect the persons head to be. 
            frame_crop = frame[crop_upper_left_y:crop_upper_left_y + crop_height, 
                               crop_upper_left_x:crop_upper_left_x + crop_width] 
            # Down sample the image. 
            frame_resize = cv2.resize(frame_crop, (input_width, input_height)) 
            # Renormalize the image so that the color magnitudes are between 0 and 1 
            frame_resize = frame_resize.astype(np.float32)/255.0 
            # Run the down sampled image through the inference engine. 
            infer_output = model.doInference(frame_resize) 
            # Parse the results so that we get back a more manageble data structure. 
            parsed_results = model.parseResult(model_type, infer_output)[model_type] 
            # Post process the image and send it to the FIFO file 
            head_pose_detection.send_data(frame, parsed_results) 
            # Send the results to MQTT in JSON format. 
            client.publish(topic=iot_topic, 
                           payload=head_pose_detection.get_results(parsed_results, 
 output_map)) 

    except Exception as ex: 
        msg = "Lambda has failure, error msg {}: ".format(ex) 
        client.publish(topic=iot_topic, payload=msg)
# Entry point of the lambda function.
head_detection()

上記の Lambda 関数で定義された LocalDisplay クラスは、専用スレッドで、推論結果をプロジェクト
ストリームとして再生するソースとなる指定された FIFO ファイルに、処理されたイメージをシリアル化
します。

HeadDetection クラスは解析されたデータの後処理を行います。これには、プロジェクトストリームの
ローカルディスプレイで検出された頭部位置と姿勢の呼び出しが含まれます。

heade_detection 関数は、AWS DeepLens デバイスにデプロイされたモデルアーティファクトの読み
込みを含めて、AWS DeepLens ビデオフィードからのキャプチャフレームの頭部姿勢を推測するプロセス
全体を調整します。モデルをロードするには、モデルアーティファクトへのパスを指定する必要がありま
す。このパスを取得するには、mo.optimize メソッドを呼び出し、"frozen_model" を model_name
入力値として指定します。このモデル名は、Amazon S3 にアップロードされたモデルアーティファクトの
.pb 拡張子を付けないファイル名に対応します。
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モデルをトレーニングし、S3 にアップロードしてアカウントで Lambda 関数を作成すると、頭部姿勢の
検出プロジェクトを作成およびデプロイする (p. 97)準備が整います。

頭部姿勢の検出プロジェクトの作成とデプロイ
AWS DeepLens プロジェクトを作成する前に、モデルを AWS DeepLens にインポートする必要があり
ます。 SageMaker元のトレーニングされたモデルアーティファクトは protobuff ファイルに変換されるた
め、変換されたモデルアーティファクトは、外部でトレーニングされたものとして扱う必要があります。

SageMaker頭部姿勢の検出用にカスタマイズされた、カスタマイズされた

1. AWS DeepLens コンソールに移動します。
2. メインのナビゲーションペインで、[モデル] を選択します。
3. [Import model (モデルのインポート)] を選択します。
4. 「モデルを AWS にインポート DeepLens」ページで、次の操作を行います。

a. [Import source (ソースのインポート)] で、[Externally trained model (外部でトレーニングされたモ
デル)] を選択します。

b. [Model settings (モデルの設定)] で、以下の操作を行います。

i. [Model artifact path (モデルのアーティファクトのパス)] に、モデルの S3 URL を入
力します (例: s3://deeplens-sagemaker-models-<my-name>/headpose/
TFartifacts/<sagemaker-job-name>/output/frozen_model.pb)。

ii. [モデル名] に、モデルの名前 (例:) を入力しますmy-headpose-detection-model。
iii. [Model framework (モデルフレームワーク)] で、[TensorFlow] を選択します。
iv. [説明 - オプション] に、必要に応じてモデルの説明を入力します。

モデルのインポート後、AWS DeepLens プロジェクトを作成し、インポートされたモデルと発行された 
Lambda 推論関数を追加できます。

頭部姿勢の検出用のカスタム AWS DeepLens プロジェクトを作成するには

1. AWS DeepLens コンソールで、メインのナビゲーションペインから [プロジェクト] を選択します。
2. [プロジェクト] ページで、[新しいプロジェクトの作成] を選択します。
3. [Choose project type (オブジェクトタイプの選択)] ページで、[Create a new blank project (新しい空白

プロジェクトの作成)] を選択します。続いて、[Next (次へ)] を選択します。
4. [Specify project details (プロジェクト詳細の指定)] ページで、以下の作業を行います。

• [Project information (プロジェクト情報)] で、[プロジェクト名] 入力フィールドにプロジェクトの
名前を入力し、必要に応じて、[説明 - オプション] 入力フィールドにプロジェクトの説明を入力
します。

5. [Project content (プロジェクトのコンテンツ)] で、以下を実行します。

a. [モデルの追加] を選択します。次に、前にインポートした頭部姿勢の検出モデルの横にあるラジ
オボタンを選択し、[モデルの追加] を選択します。

b. [関数の追加] を選択します。次に、頭部姿勢の検出用に発行した Lambda 関数の横にあるラジオ
ボタンを選択し、[Add function] (関数の追加) を選択します。

この関数は AWS Lambda で発行し、ここで表示するために deeplens- プレフィックスを使用し
て名前を付ける必要があります。関数の複数のバージョンを発行した場合は、必ず正しいバー
ジョンの関数を選択します。

6. [作成] を選択します。
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作成したプロジェクトを、登録された AWS DeepLens デバイスにデプロイする準備が整いました。さら
に進む前に、デバイスからアクティブなプロジェクトをすべて削除します。

1. AWS DeepLens コンソールの [Projects] (プロジェクト) ページで、頭部姿勢の検出用に新たに作成し
たプロジェクトを選択します。

2. 選択したプロジェクトの詳細ページで、[Deploy to device (デバイスにデプロイ)] を選択します。
3. [Target device (ターゲットデバイス)] ページで、登録されたデバイスの横にあるラジオボタンを選択

し、[Review (確認)] を選択します。
4. [Review and deploy (レビューしてデプロイ)] ページで、プロジェクトの詳細を確認した後に、[デプロ

イ] を選択します。
5. デバイスの詳細ページで、[Device status (デバイスのステータス)] および [登録ステータス] を確認し

て、デプロイのステータスを調べます。それらがそれぞれ [オンライン] および [登録済み] である場
合、デプロイは成功しました。それ以外の場合は、インポートされたモデルと発行された Lambda 関
数が有効であることを確認します。

6. プロジェクトが正常にデプロイされた後、次のいずれかの方法でプロジェクトの出力を表示できま
す。

a. AWS IoT Core コンソールで、Lambda 推論関数によって発行された JSON 形式の出力を表示す
る。

b. サポートされているウェブブラウザでストリーミングビデオを表示する。手順については、
「the section called “ブラウザで AWS DeepLens デバイスからのビデオストリームを表示しま
す。” (p. 44)」を参照してください。

これで、頭部姿勢の検出プロジェクトを構築およびデプロイするこのチュートリアルは終わりです。
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AWS DeepLens デバイスの管理
次のトピックでは、の管理方法を説明します。AWS DeepLensデバイスおよびアクセスデバイスリソース
からAWS IoT GreengrassLambda 関数:

トピック
• AWS DeepLens デバイスの安全な起動 (p. 99)
• AWS DeepLens デバイスの更新 (p. 99)
• AWS DeepLens デバイスの登録解除 (p. 100)
• AWS DeepLens リソースの削除 (p. 101)
• を復元AWS DeepLensデバイスを工場出荷時の設定にします。 (p. 102)

AWS DeepLens デバイスの安全な起動
悪意のある攻撃から AWS DeepLens デバイスを保護するため、デバイスは安全に起動するように設定さ
れています。安全な起動設定により、デバイスは許可されていないオペレーティングシステムをロードす
ることはできません。これには、メインサポートの対象となっているバージョンが含まれます。攻撃者が
安全な起動設定を回避して他のオペレーティングシステムや他のバージョンをロードした場合、デバイス
が不安定になる可能性があり、保証は無効になります。

AWS DeepLens デバイスの更新
デバイスの設定時に、自動更新を有効にするオプション (「AWS DeepLens デバイスのセットアッ
プ (p. 28)」を参照) を利用できます。この自動更新を有効にしている場合は、デバイスを再起動して、そ
のソフトウェアを更新するだけです。自動更新を有効にしていない場合は、デバイスを定期的に手動で更
新する必要があります。

Note

アップデートがエンドレスループで停止した場合は、サポートされていない更新プログラムのオ
プション更新プログラムをインストールする:で更新タブインソフトウェア & アップデート、デバ
イス上の Ubuntu システムユーティリティです。

デバイスの AWS DeepLens を手動で更新するには

1. AWS DeepLens を電源に接続してオンにします。
2. マイクロ HDMI ケーブルを使用して AWS DeepLens とモニターを接続します。
3. USB マウスとキーボードを AWS DeepLens に接続します。
4. ログイン画面が表示されたら、デバイスの登録時に設定した SSH パスワードを使用してデバイスにサ

インインします。
5. ターミナルを起動して以下の各コマンドを実行します。

sudo apt-get update
sudo apt-get install awscam
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sudo reboot

SSH 端末を使用して AWS DeepLens を手動で更新するには

1. AWS DeepLens コンソールに移動して、次の操作を行います。

a. メインのナビゲーションペインで、[デバイス] を選択します。
b. デバイスリストから AWS DeepLens デバイスを選択し、デバイス情報ページを開きます。
c. [Device details (デバイス詳細)] セクションで、選択した AWS DeepLens デバイスのローカル IP 

アドレスをコピーします。

2. ターミナルを起動し、上記の例の IP アドレス (192.168.1.36) を使用して以下の SSH コマンドを入
力します。

ssh aws_cam@192.168.1.36

3. 以下の各コマンドを実行します。

sudo apt-get update
sudo apt-get install awscam
sudo reboot

AWS DeepLens デバイスの登録解除
AWS DeepLens デバイスを登録解除すると、デバイスから AWS アカウントと認証情報の関連付けが解除
されます。デバイスを登録解除する前に、その中に保存されている写真や動画を削除します。

AWS DeepLens を登録解除するには

1. を開くAWS DeepLensコンソールhttps://console.aws.amazon.com/deeplens/home?region=us-
east-1#firstrun/。

2. プライマリナビゲーションペインで [Devices (デバイス)] を選択し、登録解除するデバイスを選択しま
す。

3. 選択したデバイスのページで、[Current project (現在のプロジェクト)] の横にある [Remove current 
project from device (デバイスから現在のプロジェクトを削除)] を選択します。

Important

写真や動画を削除するには、デバイスの登録時に設定した SSH と SSH パスワードを使用し
てデバイスにログオンします。写真や動画が保存されているフォルダに移動し、これらを削
除します。

4. プロンプトが表示されたら、[Yes (はい)] を選択して確定します。
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5. [Device Settings (デバイスの設定)] の横にある [Deregister (登録解除)] を選択します。
6. プロンプトが表示されたら、[Deregister (登録解除)] を選択して確定します。

これで AWS DeepLens が登録解除されます。別のデバイスを登録解除するには、以上の各ステップを繰
り返します。

• AWS DeepLens デバイスの登録 (p. 9)
• AWS DeepLens デバイスの Wi-Fi ネットワークへの接続 (p. 24)
• AWS DeepLens デバイスのセットアップ (p. 28)
• AWS DeepLens デバイス登録のステータスの確認 (p. 33)

AWS DeepLens リソースの削除
コンピュータビジョンアプリケーションを構築し、AWS DeepLensデバイス、保存するAWS DeepLens
リソース (デバイスプロファイル、デプロイ済みのプロジェクト、モデルなど)AWSクラウド型。作業を
終了したらAWS DeepLensプロジェクトを終了したら、AWS コンソールを使用してモデル、プロジェク
ト、AWS DeepLensCloudWatch Logs からのログを記録します。登録済みのデバイスプロファイルを削除
するには、「AWS DeepLens デバイスの登録解除 (p. 100)」を参照してください。

トピック
• AWS コンソールを使用して AWS DeepLens リソースを削除する (p. 101)

AWS コンソールを使用して AWS DeepLens リソース
を削除する
トピック

• AWS DeepLens プロジェクトの削除 (p. 101)
• AWS DeepLens モデルを削除する (p. 101)
• AWS DeepLens デバイスプロファイルを削除する (p. 102)
• 削除AWS DeepLensCloudWatch Logs からのログ (p. 102)

AWS DeepLens プロジェクトの削除
1. を開くAWS DeepLensコンソールhttps://console.aws.amazon.com/deeplens/home?region=us-

east-1#firstrun/。
2. ナビゲーションペインで、[Projects (プロジェクト)] を選択します。
3. [Projects (プロジェクト)] ページで、削除するプロジェクトの横のボタンを選択します。
4. [Actions (アクション)] リストで、[Delete (削除)] を選択します。
5. [Delete project-name (<プロジェクト名> の削除)] ダイアログボックスで、[Delete (削除)] を選択

し、プロジェクトを削除することを確定します。

AWS DeepLens モデルを削除する
1. を開くAWS DeepLensコンソールhttps://console.aws.amazon.com/deeplens/home?region=us-

east-1#firstrun/。
2. ナビゲーションペインで、[Models (モデル)] を選択します。
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3. [Models (モデル)] ページで、削除するモデルの横のボタンを選択します。
4. [Action (アクション)] リストで、[Delete (削除)] を選択します。
5. [Delete model-name (<モデル名> の削除)] ダイアログボックスで、[Delete (削除)] を選択し、モデル

を削除することを確定します。

AWS DeepLens デバイスプロファイルを削除する
未使用のデバイスを削除するには、デバイスを登録解除します。詳細については、「AWS DeepLens デバ
イスの登録解除 (p. 100)」を参照してください。

削除AWS DeepLensCloudWatch Logs からのログ
あなたが個人を特定できる情報を公開した場合AWS IoT Greengrassを実行したときに Amazon 
CloudWatch Logs で作成されたユーザーログAWS DeepLensプロジェクトを終了したら、CloudWatch 
Logs コンソールを使用してログを削除します。

1.
AWS Management Console にサインインして、CloudWatch コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [ログ] を選択します。
3. [Log Groups (ロググループ)] ページで、削除する AWS IoT Greengrass ユーザーログの横のボタンを

選択します。ログは、/aws/greengrass/Lambda/... で始まります。
4. [Actions (アクション)] リストで、[Delete log group (ロググループの削除)] を選択します。
5. [Delete log group (ロググループの削除)] ダイアログボックスで、[Yes, Delete (はい、削除する)] を選

択し、ログを削除することを確定します。

Note

プロジェクトの Lambda 関数を再実行すると、削除したロググループが再作成されます。

を復元AWS DeepLensデバイスを工場出荷時の設定
にします。

あなたの使用後AWS DeepLensで、デバイスを工場出荷時の設定にリセットすることもできます。をリ
セットするAWS DeepLens複数の手順が必要です。まず、USB ドライブを 2 つの部分にパーティション
化し、最初のパーティションを起動可能にする必要があります。次に、工場出荷時の復元に必要なファイ
ルをダウンロードする必要があります。これらのファイルの組み合わせは 10 GB を超えています。最後
に、2 番目の手順では、パーティション化されたフラッシュドライブとそのコンテンツを使用して、AWS 
DeepLensを出荷時設定にします。

• USB ドライブを 2 つの部分に分割します。 (p. 102)
• パーティション分割された USB ドライブを使用して、AWS DeepLens端末 (p. 108)

の工場出荷時設定へのリセットを実行する準備AWS 
DeepLens端末
をリセットするAWS DeepLensデバイス上のデータを完全に削除し、工場出荷時の設定に戻ります。この
プロセスには追加のハードウェアが必要です。このトピックでは、作業を開始するために必要なものと、
その手順について説明します。
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前提条件
開始する前に、以下のものを用意したことを確認します。

• 1 台の USB ドライブ (16 GB 以上)
• DeepLens (v1.0) とかAWS DeepLens2019 版 (v1.1) デバイス。

詳細を確認するトピックAWS DeepLensバージョン、を参照してください。the section called “デバイス
のバージョン” (p. 1)。

• 準備を容易にするためのコンピュータ。
• をセットアップすることができますAWS DeepLensポインタ、キーボード、モニター、HDMI-マイク

ロ HDMI ケーブル、USB ハブを使用して Linux コンピュータとしてのカメラ。
• また、AWS DeepLensSSH 経由でパーソナルコンピュータに接続します。詳細については、「Wi-Fi 

SSID またはパスワードに特殊文字が含まれている場合に、ホームまたはオフィスの Wi-Fi ネットワー
クにデバイスを接続する方法 (p. 119)」を参照してください。

Note

USBベースのカードリーダーでマイクロSDを使用することは可能ですが、これは非推奨。の
背面にあるカードスロットがある場合、工場出荷時の設定リセットを開始できません。AWS 
DeepLensデバイスは使用中です。

準備
工場出荷時の設定リセットを実行する前に、このセクションの手順を完了する必要があります。大まかに
述べると、準備プロセスには以下のものが含まれます。

• USB フラッシュドライブを以下の 2 つのパーティションにフォーマットします。
• 1 番目のパーティション: 2 GB の FAT32
• 第 2 パーティション: 9 GB 以上の NTFS

• USB フラッシュドライブをブート可能にします。
• 必須ファイルをダウンロードするカスタマイズされた Ubuntu ISO イメージ1.0 と 1.1 の両方に必要で

す。AWS DeepLens。
• ダウンロードしたイメージを使用して、フラッシュドライブの第 1 パーティションを起動可能なデバ

イスにします。
• 工場出荷時の設定復元ファイルを USB ドライブにコピーします。

• のお使いのバージョン用の圧縮済み工場出荷時の復元パッケージをダウンロードします。AWS 
DeepLens:
• AWS DeepLens v1.0
• AWS DeepLensv1.1。

• パッケージを解凍し、解凍したファイルを USB ドライブの 2 番目のパーティション (NTFS として
フォーマット) に配置します。

USB フラッシュドライブをセットアップするには、この操作を 1 回だけ実行します。その後、同じフラッ
シュドライブを使用してをリセットすることができますAWS DeepLens必要に応じて。

USB ドライブをパーティション分割してフォーマットする方法は複数あります。使用するコンピュータに
より、特定のタスクがオペレーティングシステムによって異なる場合があります。

次の手順では、AWS DeepLensデバイスをUbuntuコンピュータとして使用し、GPartedとUnetbootinの2つ
のサードパーティアプリケーションを使用します。GParted はパーティション編集アプリケーションであ
り、Unetbootin はブート可能な USB ドライブを作成します。
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Ubuntu オペレーティングシステムを実行しているパーソナルコンピュータを使用している場合は、同じ手
順が適用されます。

Ubuntu コンピュータを使用して USB ドライブブートをパーティション分割し、ブート可能にす
るには

1. Ubuntu ターミナルウィンドウを開き、次のコマンドを実行して GParted をインストールし、起動し
ます。

sudo apt-get update; sudo apt-get install gparted
sudo gparted

2. GParted コンソールを開きます。

3. GParted コンソールで、/dev/SDA右上隅にあるドロップダウンメニューから、既存のパーティション
を削除します。

4. 次に、既存のパーティションを削除します。
5. FAT32 パーティションを作成するには、ファイルアイコンを選択し、パラメータを次のように設定し

ます。

[Free space preceding: (現パーティションの前方にこの分空き容量を作る:)]1

[New size: (現パーティションの変更後の容量:)] 2048

[Free space following: (現パーティションの後方にこの分空き容量を作る:)] 28551

[Align to: (アラインメントの位置:)] MiB

[Create as: (作成するタイプ:)] Primary Partition

[Partition name: (パーティション名:)]

[File system: (ファイルシステム:)] fat32
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ラベル:BOOT]

6. 次に、を追加します。。
7. NTFS パーティションを作成するには、ファイルアイコンを選択し、パラメータを次のように設定し

ます。

[Free space preceding: (現パーティションの前方にこの分空き容量を作る:)] 0

[New size: (現パーティションの変更後の容量:)] 28551

[Free space following: (現パーティションの後方にこの分空き容量を作る:)] 0

[Align to: (アラインメントの位置:)] MiB

[Create as: (作成するタイプ:)] Primary Partition

[Partition name: (パーティション名:)]

[File system: (ファイルシステム:)] nfts

ラベル:Flash]

8. 次に、を追加します。。
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USB ドライブを FATS32 パーティションと NTFS パーティションに正常にパーティション化する
と、USB ドライブのパーティションが GParted コンソールに表示されます。

これで、Unetbootin を使用してパーティション分割された USB ドライブを起動可能にする準備が整いま
した。

UnetBootin を使用して USB ドライブを起動できるようにするには

1. のダウンロードカスタマイズされた Ubuntu ISO イメージ。
2. Ubuntu ターミナルウィンドウを開きます。
3. 次のコマンドを実行して Unetbootin をインストールおよび起動します。

sudo apt-get update; sudo apt-get install unetbootin
sudo unetbootin

4. UnetBootin ウィンドウで、ディスクイメージ。
5. 次に、ISO。
6. 次に、[] で [. . . をクリックして、ファイルエクスプローラを開きます。
7. 次に、以前にダウンロードしたカスタマイズされた Ubuntu ISO ファイルを選択します。
8. [タイプ] で [USB Drive (USB ドライブ)] を選択します。
9. [Drive (ドライブ)] で [/dev/sda1] を選択します。
10. 次に、[OK] を選択します。
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Note

カスタマイズされた Ubuntu イメージはここに表示されているものより新しい可能性があり
ます。その場合は、最新バージョンの Ubuntu イメージを使用します。

これで起動可能な USB ドライブが正常に作成されました。工場出荷時の設定復元ファイルを USB ドライ
ブの NTFS パーティションにコピーするには、以下の手順に従います。

Note

の正しいバージョンに関連付けられている工場出荷時の復元パッケージを使用する必要がありま
す。AWS DeepLensデバイス。

工場出荷時の設定復元ファイルを USB ドライブの NTFS パーティションにコピーするには

1. AWS DeepLens のお使いのバージョン用の圧縮済み工場出荷時の復元パッケージをダウンロードしま
す。

• AWS DeepLens v1.0
• AWS DeepLens v1.1

2. ダウンロードしたパッケージを解凍します。

unzip your-file-name.zip

3. 以下の圧縮されていないファイルを USB ドライブの 2 番目の (NTFS) パーティションにコピーしま
す。

を使用する場合AWS DeepLensv1.0

画像ファイル

• DeepLens_image_1.3.22.bin
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• DeepLens_1.3.22.md5

スクリプトファイル

• usb_flash

を使用する場合AWS DeepLensv1.1

画像ファイル

• image_deepcam_19WW19.5tpm
• image_deepcam_19WW19.5_tpm.md5
• APL_1.0.15_19WW19.5_pcr_fuse.dat
• pubkey.der.aws

スクリプトファイル

• usb_flash
• seal_and_luksChangeKey

これらの手順を完了したら、USB フラッシュドライブを 2 つのパーティションに正常にパーティション化
し、各パーティションに必要なファイルを追加する必要があります。

パーティション分割された USB ドライブを使用し
て、AWS DeepLens端末
指示に従って、AWS DeepLens デバイスを工場出荷時の設定に復元します。次の手順では、の手順が正
常に完了したことを前提としています。the section called “の工場出荷時設定へのリセットを実行する準備
AWS DeepLens端末” (p. 102)。

この手順は次のとおりです。要求するあなたを接続するAWS DeepLensデバイスをモニターとキーボード
に接続します。

Warning

以前に保存されているすべてのデータAWS DeepLensデバイスは消去されます。

AWS DeepLens デバイスを工場出荷時の設定に復元するには

1. 準備した USB ドライブを AWS DeepLens デバイスに挿入し、電源を入れます。ESC キーを繰り返し
押して、BIOS に入ります。

2. モニタの BIOS ウィンドウから、ファイルから起動。
3. 次に [] を選択します。USB ボリューム。
4. 次に [] を選択します。EFI。
5. 次に [] を選択します。ブートします。
6. 次に [] を選択します。bootx64.eFi。
7. 次に、あなたのAWS DeepLensデバイスリセットが自動的に開始されます。

これは、電源 LED インジケータが点滅し始め、ターミナルウィンドウがポップアップして進行状況を
表示したときに発生します。この時点では、これ以上のユーザー入力は必要ありません。
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Note

エラーが発生して、復旧が失敗した場合、ステップ 1 から手順を再開します。詳細なエラー
メッセージについては、USB フラッシュドライブで生成された result.log ファイルを参照し
てください。

8. 電源 LED ライトの点滅が止まり、ターミナルが閉じると、工場出荷時のリセットが完了したことを通
知します。その後でデバイスは自動的に再起動します。

これで、デバイスは復元されました。USB フラッシュドライブを AWS DeepLens から取り外すことがで
きます。
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AWS DeepLens のログ記録とトラブ
ルシューティング

トピック
• AWS DeepLens プロジェクトのログ (p. 110)
• AWS DeepLensトラブルシューティング (p. 112)

AWS DeepLens プロジェクトのログ
新しいプロジェクトを作成すると、AWS DeepLens自動設定AWS IoT Greengrassログ。AWS IoT 
GreengrassLogs にログを書き込みますAmazon CloudWatch Logsとデバイスのローカルファイルシステ
ムに移動します。プロジェクトが実行されているとき、AWS DeepLensCloudWatch Logs に診断メッセー
ジをAWS IoT Greengrassストリームをログに記録し、AWS DeepLensデバイスをローカルとしてファイ
ルシステムログ。CloudWatch Logs とローカルファイルシステムログに送信されるメッセージは同じです
が、crash.log ファイルはファイルシステムログにのみ含まれる点が異なります。

トピック
• CloudWatch Logs ロググループAWS DeepLens (p. 110)
• AWS DeepLens のファイルシステムログ (p. 111)

CloudWatch Logs ロググループAWS DeepLens
CloudWatch Logs イベントをログに記録しますAWS DeepLensは、次のロググループに整理されていま
す。

ロググループ 目次

aws/greengrass/
GreengrassSystem/certmanager

証明書の管理に関する診断ログ

aws/greengrass/
GreengrassSystem/
connection_manager

デバイス接続の管理 (Lambda 関数の設定を含む) に関する診断ログ

aws/greengrass/
GreengrassSystem/ip_detector

IP アドレスの検出に関する診断ログ

aws/greengrass/
GreengrassSystem/
python_runtime

Python ランタイムに関する診断ログ

aws/greengrass/
GreengrassSystem/router

AWS IoT への推論結果の転送時に作成される診断ログ

aws/greengrass/
GreengrassSystem/runtime

AWS IoT Greengrass ランタイムに関する診断ログ – MQTT 
(Message Queuing Telemetry Transport) イベントサブスクリプショ
ン用など
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ロググループ 目次

aws/greengrass/
GreengrassSystem/spectre

AWS IoT のローカルシャドウに関する診断ログ

aws/greengrass/
GreengrassSystem/syncmanager

デバイスの AWS IoT トピックサブスクリプションに関する診断ログ

aws/greengrass/
GreengrassSystem/tes

Lambda 関数を呼び出すための IAM 認証情報のプロビジョニングに
関する診断ログ

aws/greengrass/
Lambda/
lambda_function_name

の指定された Lambda 推論関数から報告される診断ログAWS 
DeepLens事業

CloudWatch Logs のアクセスロールやアクセス許可の要件と制限などの詳細については、を参照してくだ
さい。[CloudWatch Logs]のAWS IoT Greengrassデベロッパーガイド。

AWS DeepLens のファイルシステムログ
AWS DeepLens 用の AWS IoT Greengrass ログも、AWS DeepLens デバイスのローカルファイルシステ
ムに保存されます。ローカルファイルシステムログには、CloudWatch Logs にはないクラッシュログも含
まれます。

ローカルファイルシステムログは、AWS DeepLens デバイスの以下のディレクトリにあります。

ログディレクトリ 説明

/opt/awscam/greengrass/
ggc/var/log

AWS DeepLens 用の AWS IoT Greengrass ログの最上位ディレクト
リ。クラッシュログは、このディレクトリの crash.log ファイル内に
あります。

/opt/awscam/greengrass/
ggc/var/log/system

AWS IoT Greengrass システムコンポーネントのログが含まれている
サブディレクトリ。

/opt/awscam/greengrass/
ggc/var/log/user

ユーザー定義 Lambda 推論関数のログが含まれているサブディレク
トリ。

AWS IoT Greengrass 用の AWS DeepLens ファイルシステムログの詳細 (アクセス要件など) について
は、「ファイルシステムログ」 (AWS IoT Greengrass 開発者ガイド) を参照してください。
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AWS DeepLensトラブルシューティング
AWS DeepLens の問題のトラブルシューティングを行うには、次のガイドラインに従います。

トピック
• AWS DeepLens ソフトウェアの問題のトラブルシューティング (p. 112)
• デバイスの登録問題のトラブルシューティング  (p. 117)
• AWS DeepLens デバイスにモデルをデプロイする際の問題のトラブルシューティング (p. 124)

AWS DeepLens ソフトウェアの問題のトラブル
シューティング
以下のトラブルシューティングのヒントでは、AWS DeepLens ソフトウェアで発生する場合がある問題の
解決方法について説明します。

トピック
• の取り扱い方法import error – undefined symbol? (p. 112)
• 使用している AWS DeepLens ソフトウェアのバージョンを確認する方法 (p. 113)
• awscam ソフトウェアパッケージの最新バージョンを確認する方法 (p. 113)
• デバイスの再起動後に Wi-Fi ホットスポットを再有効化する方法 (p. 114)
• 正常にデプロイした Lambda 推論関数を呼び出すことができることを確認する方法 (p. 114)
• awscam ソフトウェアパッケージを最新バージョンに更新する方法 (p. 114)
• awscam ソフトウェアパッケージの依存関係をアップグレードする方法 (p. 115)
• デバイスにセキュリティ更新をインストールする方法 (p. 116)
• デバイスの更新中にサポートされていないアーキテクチャを処理する方法 (p. 117)

の取り扱い方法import error – undefined symbol?
カスタムを書く場合AWS Lambda推論関数、インポートするとawscam前のモジュールcv2モジュール次の
ようなエラーが発生します。

File "my_lambda_detector.py", line 5, in
import awscam
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/awscam/__init__.py", line 1, in
from .model import *
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/awscam/model.py", line 14, in
from awscamdldt import getLastFrame
ImportError: /opt/awscam/intel/deeplearning_deploymenttoolkit/deployment_tools/
inference_engine/lib/intel64/
libinference_engine.so: undefined symbol:
_ZN3tbb10interface78internal15task_arena_base24internal_max_concurrencyEPKNS0_10task_arenaE 
             

エラーを解決するには、import ステートメントでインポートされたモジュールの順序を更新する必要があ
ります。をインポートしていることを確認します。awscam前のモジュールcv2モジュール。
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使用している AWS DeepLens ソフトウェアのバージョンを確認
する方法
AWS DeepLens デバイス上のソフトウェアは、awscam と呼ばれる Debian パッケージです。使用してい
る awscam のバージョンを確認するには、AWS DeepLens コンソールまたは AWS DeepLens デバイスの
ターミナルを使用できます。

AWS DeepLens コンソールを使用するには

1. AWS DeepLens コンソールにサインインします。
2. ナビゲーションペインで、[デバイス] を選択します。
3. [Devices (デバイス)] リストで、登録済みのデバイスを選択します。
4. [Device version (デバイスのバージョン)] を書き留めます。

AWS DeepLens デバイスのターミナルを使用するには

1. マイクロ HDMI ケーブル、マウス、およびキーボードを使用してモニターをデバイスに接続する
か、ssh コマンドを使用してデバイスに接続します。

2. デバイスのターミナルで、次のコマンドを実行します。

dpkg -l awscam

3. [Version] 列にバージョン番号が表示されます。次の例で、インストールされている awscam のバー
ジョンは 1.2.3 です。

Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name           Version     Architecture    Description
+++-==============-===========-===============-===============
ii  awscam         1.2.3      amd64           awscam

awscam ソフトウェアパッケージの最新バージョンを確認する方
法
AWS DeepLens デバイスのターミナルを使用して awscam の最新バージョンを確認できます。

AWS DeepLens デバイスで使用している awscam の最新バージョンを確認するには

1. AWS DeepLens デバイスに接続します。
2. デバイスのターミナルを開きます。
3. 以下のコマンドを実行します。

sudo apt-get update

sudo apt-cache policy awscam

次の例の出力では、1.2.3 がデバイスで使用されている awscam の最新バージョンです。
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awscam | 1.2.3 | https://awsdeep-update.us-east-1.amazonaws.com awscam/main amd64 Packages

デバイスの再起動後に Wi-Fi ホットスポットを再有効化する方法
デバイスの Wi-Fi 接続が失われて、デバイスを再起動しても Wi-Fi ホットスポットが再有効化されない場
合は、Ubuntu の Linux カーネルのアップグレードが影響している可能性があります。この問題を解決する
には、カーネルをロールバックします。

デバイスの Linux カーネルをロールバックするには

1. デバイスのターミナルを開きます。
2. 以下の コマンドを実行します。

ifconfig

3. コマンドの出力を確認します。出力のリストに localhost ネットワークインターフェイスのみが表
示された場合は、デバイスの電源をオフにして再度オンにしてから、システムを再起動します。

4. Wi-Fi にまだアクセスできない場合は、次のコマンドを実行して、インストールされている Linux カー
ネルのバージョンを確認します。

uname -r

5. カーネルのバージョンが 4.13.x-xx である場合は、Ubuntu のカーネルのアップグレードが影響してい
ます。この問題を解決するには、以下のコマンドを使用してカーネルをロールバックします。x-xx
は、実際のバージョン番号に置き換えてください。

sudo apt remove linux-image-4.13.x-xx-generic linux-headers-4.13.x-xx-generic
sudo reboot

デバイスを再起動すると、カーネルのバージョンは 4.10.17+ または 4.13.x-xx-deeplens にな
ります。

awscam ソフトウェアのバージョンが 1.2.0 以降である場合、この問題は発生しません。

正常にデプロイした Lambda 推論関数を呼び出すことができるこ
とを確認する方法
2018 年 1 月 10 日より前に推論関数を Lambda に正常にデプロイしていても、Lambda 関数を呼び出し
たときに推論が実行されない場合があります。ここで、Linux カーネルのバージョンが 4.13.0～26 であれ
ば、Ubuntu の Linux カーネルのアップグレードが影響しています。この問題を解決するには、「使用して
いる AWS DeepLens ソフトウェアのバージョンを確認する方法 (p. 113)」の手順に従って Linux カーネ
ルを Ubuntu 4.10.17+ にロールバックします。

awscam ソフトウェアパッケージを最新バージョンに更新する方
法
デバイスのセットアップ時に自動更新を有効にすると、デバイスの電源をオンにするたびに、AWS 
DeepLens は awscam を自動的に更新します。ソフトウェアが最新でないことが判明した場合は、AWS 
DeepLens デバイスを再起動し、システムの実行開始後、数分間待ちます。

以下の場合、更新は遅延または失敗することがあります。
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• シナリオ 1: デバイスを再起動するたびに Ubuntu システムが更新される。これにより、同時の awscam
の自動更新がブロックされます。Ubuntu の更新が実行中であるかどうかを確認するには、ターミナルか
ら次のコマンドを実行します。

sudo lsof /var/lib/dpkg/lock

次のように出力が表示された場合、Ubuntu の更新が同時に実行中です。

COMMAND   PID  USER FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
unattende 2638 root 4uW REG  179,2  0        21   /var/lib/dpkg/lock

この場合、Ubuntu の更新が終了するまで待ちます。インストール済みの awscam のバージョンが 
1.1.11 より古い場合は、Ubuntu の更新が終了した後でシステムを再起動します。それ以外の場合
は、awscam の更新が自動的に開始するまで待ちます。

• シナリオ 2: awscam のインストールがシステムの再起動や他のイベントで中断される場合がある。この
場合は、awscam の設定が完了していない可能性があります。次のコマンドを実行して、パッケージの
バージョンを確認します。

dpkg -l awscam

アップグレードが正常に完了していない場合は、次のような出力が表示されます。

Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name           Version     Architecture   Description
+++-==============-===========-==============-===============
iF  awscam         1.1.10      amd64          awscam

iF のステータスにより、awscam の更新が阻止されます。この問題を解決するには、次のコマンドを実
行します。

sudo dpkg --configure -a

再度ステータスを確認し、デバイスを再起動して awscam の自動更新を続行します。
• シナリオ 3: シナリオ 1 と 2 の提案を試したことがある場合、awscamがまだ更新されない場合は、次の

コマンドを実行して手動で更新を開始します。

sudo apt-get update
sudo apt-get install awscam

更新が終了するまで数分待ちます。更新プロセス中に AWS DeepLens からエラーが報告された場合
は、「awscam ソフトウェアパッケージの依存関係をアップグレードする方法 (p. 115)」を参照してく
ださい。

awscam ソフトウェアパッケージの依存関係をアップグレードす
る方法
デバイスの awscam をアップグレード中に、依存関係が満たされていないというエラーメッセージが表示
される場合があります。たとえば、次のようなエラーメッセージが出力されます。

Reading package lists... Done
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Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
pulseaudio : Depends: libpulse0 (= 1:8.0-0ubuntu3.3) but 1:8.0-0ubuntu3.4 is
installed
pulseaudio-module-bluetooth : Depends: pulseaudio (= 1:8.0-0ubuntu3.4)
pulseaudio-module-x11 : Depends: pulseaudio (= 1:8.0-0ubuntu3.4)
E: Unmet dependencies. Try using -f.

このようなエラーを解決するには、デバイスのターミナルから次のコマンドを実行します。

sudo apt-get -f install

エラーが解決されないか、次のような別のエラーメッセージが表示される場合は、インストールの強制実
行が必要になる場合があります。

Errors were encountered while processing:
/var/cache/apt/archives/pulseaudio_1%3a8.0-0ubuntu3.4_amd64.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

インストールを強制実行するには、次のコマンドを実行します。

sudo dpkg --configure -a
sudo dpkg -i --force-overwrite /var/cache/apt/archives/
pulseaudio_1%3a8.0-0ubuntu3.4_amd64.deb

Linux カーネルバージョン 4.13〜32 を使用している場合は、必要に応じて、前のコ
マンドでパルスオーディオパッケージへのパスを /var/cache/apt/archives/
pulseaudio_1%3a8.0-0ubuntu3.7_amd64.deb に変更します。

次のコマンドの出力をチェックし、パッケージがインストールされたことを確認します。

sudo apt-get -f install

複数のパッケージで Errors were encountered while processing エラーメッセージが表示される
場合は、パッケージごとに次のコマンドを実行します。

dpkg -i --force-overwrite

インストールの強制実行が終了したら、次のコマンドを実行してアップグレードを完了します。

sudo apt-get upgrade

デバイスにセキュリティ更新をインストールする方法
ssh に使用してデバイスに接続する場合、「245 packages can be updated」や「145 updates 
are security updates」などのメッセージが表示されることがあります。

通常、セキュリティ更新プログラムはデバイスのオペレーションには影響しません。ただし、セキュリ
ティ上の懸念がある場合は、次のコマンドを使用してセキュリティ更新プログラムを手動で適用できま
す。

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
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すべてのパッケージを一括して更新するには、次のコマンドを実行します。

sudo apt-get dist-upgrade

unmet dependencies エラーメッセージが表示される場合は、「awscam ソフトウェアパッケージの依
存関係をアップグレードする方法 (p. 115)」の手順に従ってエラーを解決します。

デバイスの更新中にサポートされていないアーキテクチャを処理
する方法
sudo apt-get update コマンドを実行して「The https://awsdeepupdate.us-
east-1.amazonaws.com packages repository is not set to public (access denied) 
causing error: "doesn't support architecture i386"」というエラーメッセージが表示され
た場合、これは安全に無視できます。awscam パッケージは x86_64 アーキテクチャでのみサポートされ
ています。

デバイスの登録問題のトラブルシューティング
AWS DeepLens デバイスの登録問題のトラブルシューティングを行うには、次のガイドラインに従いま
す。

トピック
• AWS DeepLens コンソールを使用してデバイスを登録しようとすると、無限ループになり、完了しな

いのはなぜですか。 (p. 117)
• MYAWS DeepLens2019年版 (v1.1) デバイスない検出エド登録時 (p. 118)
• AWS DeepLens v1.1 デバイスでの初回更新の実行方法  (p. 118)
• デバイスをセットアップモードにしてデバイス登録またはデバイス設定の更新を完了する方

法 (p. 119)
• Wi-Fi SSID またはパスワードに特殊文字が含まれている場合に、ホームまたはオフィスの Wi-Fi ネッ

トワークにデバイスを接続する方法 (p. 119)
• 利用できない場合に選択する IAM ロール (p. 121)
• Mac El Capitan 以前で Chrome ブラウザを使用してプロジェクトの出力を表示する方法 (p. 121)
• 不完全な証明書 (.zip) ファイルを修正する方法 (p. 122)
• 間違えてアップロードした証明書ファイルを修正する方法 (p. 122)
• デバイス、プロジェクト、またはモデルの最大ユーザー制限の超過を解決する方法  (p. 122)
• AWS DeepLens デバイスの失敗した登録解除を修正する方法 (p. 122)
• AWS DeepLens デバイスの失敗した登録を解決する方法 (p. 122)
• デバイスのローカル IP アドレス (192.168.0.1) にアクセスできない場合にデバイスのセットアップ

ページを開く方法 (p. 122)
• デバイスの Wi-Fi インジケータが点滅しているか、コンピュータがデバイスに接続した後で、デバイ

スの Wi-Fi ネットワークを表示可能にする方法 (p. 123)
• デバイスで失敗した Wi-Fi のリセットを修正する方法 (p. 123)

AWS DeepLens コンソールを使用してデバイスを登録しようと
すると、無限ループになり、完了しないのはなぜですか。
AWS DeepLens コンソールを使用してデバイスを登録するときに、[Register device (デバイスの登録)] を
選択した後に登録が完了しなかった場合、サポートされていないブラウザを使用している可能性がありま
す。次のブラウザは使用しないでください。
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AWS DeepLens コンソールでサポートされていないブラウザ

• Windows 7 の Internet Explorer 11

MYAWS DeepLens2019年版 (v1.1) デバイスない検出エド登録時
登録時AWS DeepLens2019 版 (v1.1) デバイス、使用するコンピュータかもしれない接続後にデバイスを
検出しないそれを USB ケーブルでコンピュータに接続します。この防ぐs 完成登録。

デバイスを検出できるようにするには、それを:

• デバイスの電源が入っている。
• コンピュータが [] を介してデバイスに接続されている登録の USB ポート下部。
• 使用するコンピュータはないイーサネットと VPN ネットワークに接続されている。
• ファイアウォールはないのブロックAWS DeepLensネットワーク接続。
• Chrome使ってるな、Firefox,またはSafariと持っているインストール済み最新のオペレーティングシステ

ム更新。

もしきみのそれでもコンピュータはあなたを検出しない端末、切断USBケーブルからデバイスの登録 USB 
ポートそれを再接続して、aを待機カップル分s。

問題が解決しない場合は、コンピュータでネットワークインターフェイスサービスの順序を確認してくだ
さい。ネットワークインターフェイスサービスの順序できます登録中にデバイスが検出されないようにし
ます。たとえば、コンピュータ上で USB-C インターフェイスの優先度が標準 USB インターフェイスよ
りも高く、コンピュータ上で USB-C インターフェイスの優先度が標準 USB インターフェイスよりも高
く、できたデフォルトのそのUSB-C港に接続された USB デバイスをスキャンします。その結果、y私たち
のAWS DeepLensデバイスは次のようになります。目に見えないをコンピュータに送信する。この場合、
ネットワークタイプの優先度を並べ替えます。そのためには、見る Mac が使用するインターネット接続の
優先順位付け方法またはでネットワークアダプタの優先順を変更する方法Windows 10。

AWS DeepLens v1.1 デバイスでの初回更新の実行方法
2020 年 3 月 28 日より前に出荷された AWS DeepLens 2019 (v1.1) デバイスで、ソフトウェアバージョン 
v1.4.5 を実行していない場合は、1 回限りのソフトウェア更新を実行する必要があります。

更新を実行するには、次のものが必要です。

• デバイスをリセットするための小さなクリップまたはピン
• AWS DeepLens 2019 (v1.1) デバイスと電源

初回更新を実行するには

1. AWS DeepLens デバイスを電源に接続します。
2. AWS DeepLens デバイスの背面で、リセットピンホールにペーパークリップまたはピンを挿入しま

す。カチッという音がしてから約 20 秒後に、Wi-Fi インジケータ (中央のライト) が点滅します。

Wi-Fi インジケータが点滅すると、デバイスはセットアップモードになります。
3. にサインインします。AWS Management ConsoleにとってAWS DeepLensでhttps:// 

console.aws.amazon.com/deeplens/。
4. AWS DeepLens コンソールで、[Register device (デバイスの登録)] を選択します。
5. [HW v1] を選択します。

Warning

デバイスが v1.1 であっても、HW v1 を選択する必要があります。
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6. AWS DeepLens デバイスに名前を入力します。[Download the certificates (証明書をダウンロード)] を
選択して、証明書をコンピュータにダウンロードします。

7. [Download the certificates (証明書をダウンロードする)] を選択して、証明書をコンピュータにダウン
ロードします。

8. 画面の指示に従って AWS DeepLens Wi-Fi ネットワークに接続し、登録プロセスを続行します。
9. 登録プロセスを完了すると、デバイスの詳細ページに、デバイスのアップデートが利用可能であるこ

とを示す通知が表示されます。一番下までスクロールして [Update (更新)] をクリックします。

Note

デバイスのアップデートには 10 分かかることがあります。
10. アップデートが完了すると、デバイスが再起動します。デバイスがオンラインに戻ると、v1.4.5 に更

新されます。

AWS DeepLens デバイスが v1.4.5 にアップデートされると、USB ケーブルを使用して今後のアップデー
トを行うことができます。

デバイスをセットアップモードにしてデバイス登録またはデバイ
ス設定の更新を完了する方法
コンピュータで利用可能な Wi-Fi ネットワークにデバイスの Wi-Fi ネットワーク SSID が表示されず、デ
バイスの Wi-Fi インジケータ (中央の LED ライト) が点滅しない場合は、デバイスに接続してデバイスの
セットアップと登録を完了することはできません。

デバイスの前面にある Wi-Fi インジケータ (中央の LED ライト) が点滅している場合は、デバイスがセッ
トアップモードになっています。デバイスの登録を開始すると、デバイスは電源を入れた後でセットアッ
プモードで起動されます。デバイスの Wi-Fi (AMDC-NNNN) ネットワークがコンピュータで利用可能な Wi-
Fi ネットワークのリストに表示されるのは、セットアップモードのみです。30 分後に、デバイスはセット
アップモードを終了し、Wi-Fi インジケータは点滅から点灯に変わります。

コンピュータをデバイスに接続する、デバイスを設定して登録を完了するかデバイス設定を更新する、ま
たはデプロイされたプロジェクトの出力を表示するには、デバイスがセットアップモードである必要が
あります。割り当てられた時間内にセットアップを終了しない場合、デバイスをセットアップモードにリ
セットし、コンピュータをデバイスの Wi-Fi ネットワークに再接続する必要があります。

コンピュータをデバイスの Wi-Fi ネットワークに接続したら、ウェブブラウザから http://
deeplens.config に移動してデバイスの設定ページを開き、デバイスのセットアップを完了します。初
回の登録では、ブラウザのアドレスバーに「http://deeplens.amazon.net」と入力して設定ページを
開くことをお勧めします。

デバイスを Wi-Fi ネットワークに接続するための詳細な手順については、「the section called “デバイスへ
の接続” (p. 24)」を参照してください。

Wi-Fi SSID またはパスワードに特殊文字が含まれている場合
に、ホームまたはオフィスの Wi-Fi ネットワークにデバイスを接
続する方法
ホームまたはオフィスの Wi-Fi 名 (SSID) またはパスワードに特殊文字 (一重引用符、バックスラッシュ、
空白など) が含まれている場合、AWS DeepLensデバイスの設定ページでデバイスを設定するときに、デ
バイスをホームまたはオフィスの Wi-Fi ネットワークに送信する (http://deeplens.amazon.netまた
はhttp://deeplens.config).

この問題を回避するには、以下のステップに従い SSH コマンドを使用してデバイスにログインし、ホーム
またはオフィスの Wi-Fi ネットワークに接続します。
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Wi-Fi の SSID およびパスワードに特殊文字が含まれている場合に DeepLens デバイスをホームま
たはオフィスの Wi-Fi ネットワークに接続するには

1. デバイスの Wi-Fi ネットワークに接続します。

a. DeepLens の電源を入れ、前面にある電源ボタンを押してデバイスをオンにします。デバイスが
すでにオンになっている場合は、このステップをスキップします。

b. デバイスがセットアップモードになる (デバイスの前面にある Wi-Fi インジケータが点滅を開始
する) まで待ちます。前のステップをスキップした場合は、デバイスの背面にあるリセットピン
ホールにクリップを挿入してデバイスをセットアップモードに切り替えます。カチッという音が
したら、Wi-Fi インジケータが点滅するまで 20 秒ほど待ちます。

c. 使用可能なネットワークのリストからデバイスの Wi-Fi ネットワーク SSID (AMDC-NNNN 形式) 
を選択し、ネットワークパスワードを入力して、デバイスの Wi-Fi ネットワークにコンピュータ
を接続します。SSID とパスワードは、デバイスの底部にあります。Windows コンピュータの場
合、代わりにセキュリティキーを使用して接続するプロンプトが表示されたらルータラベルから 
PIN を入力します（通常は 8 桁）。。

2. Wi-Fi 接続が確立されたら、ご使用のコンピュータでウェブブラウザを開き、アドレスバーに
「http://deeplens.amazon.net/#deviceAccess」と入力します。

3. 左デバイスへのアクセスを設定します。[] ページで、[]の有効化下SSH サーバ。まだ行っていない場
合は、デバイスパスワードを作成します。[Save] (保存) を選択します。

Important

[保存] を選択した後で、[終了] を選択しないでください。それ以外の場合は、デバイスから切
断されます。次のステップに進むことはできません。
[終了] を選択した場合は、上記のステップ 1～3 に従ってデバイスの Wi-Fi ネットワークに
戻ってから、次のステップに進みます。

4. コンピュータがデバイス (AMDC-NNNN) ネットワークの Wi-Fi 接続に接続されている間に、コンピュー
タでターミナルを開き、以下の SSH コマンドを実行してデバイスにログインします。

ssh aws_cam@deeplens.amazon.net

デバイスのパスワードを入力します。

Note

Windows を実行しているコンピュータでは、PuTTY または同様の SSH クライアントを使用
して、SSH コマンドを実行できます。

5. ログインしたら、ターミナルで次のシェルコマンドを実行します。

sudo nmcli device wifi con '<wifi_ssid>' password '<wifi_password>' ifname mlan0

<wifi_ssid> および <wifi_password> を、それぞれ Wi-Fi 接続の SSID とパスワードで置き換え
ます。

SSID とパスワードは一重引用符で囲む必要があります。SSID またはパスワードに一重引用符が含ま
れている場合は、プレフィックスとしてバックスラッシュ (\) を付け、単一引用符のペアで囲んで、
各インスタンスをエスケープします。たとえば、一重引用符が元の <wifi_ssid> に Jane's Home 
Network として表示される場合、エスケープしたバージョンは Jane'\''s Home Network となり
ます。

コマンドが実行された後、パブリックウェブサイトに Ping を送信して、デバイスがインターネットに
接続されていることを確認します。

6. 参照先http://deeplens.amazon.netまたはhttp://deeplens.configお使いのブラウザで、
デバイスのセットアップを続行します。ステップ 3.bデバイスのセットアップ (p. 28)。
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プロンプトが表示されたら、デバイスソフトウェアをバージョン 1.3.10 以降に更新します。この更新
により、AWS DeepLens デバイスが AWS DeepLens コンソールからホームまたはオフィスの Wi-Fi 
ネットワークに接続できるようになるため、この回避策を繰り返す必要はなくなります。

利用できない場合に選択する IAM ロール
を使用してデバイスを登録するときに、必要な IAM ロールがアカウントで利用できない場合AWS 
DeepLens最初のコンソールでは、ボタンをワンクリックでロールを作成するよう要求されます。

Mac El Capitan 以前で Chrome ブラウザを使用してプロジェクト
の出力を表示する方法
Mac コンピュータ (El Capitan 以前) では、Chrome を使用中にキーチェーンにストリーミング証明書
をアップロードするためのパスワードを指定する必要があります。Chrome を使用して、デバイスから
ストリーミングされたプロジェクトの出力を表示するには、デバイスソフトウェアを更新し、最初に
DeepLens のパスワードを証明書に関連付け、次にそのパスワードを使用してストリーミング証明書を
キーチェーンに追加する必要があります。このステップについては、以降の手順で説明します。

デバイスで DeepLens パスワードを設定して、Mac El Capitan 以前で Chrome を使用してプロ
ジェクト出力の表示を有効にするには

1. デバイスソフトウェアを更新し、ストリーミング証明書の DeepLens パスワードを設定します。

a. AWS DeepLens SSH または uHDMI 接続を使用してデバイスに接続します。
b. デバイスのターミナルに「$wget https://s3.amazonaws.com/cert-fix/

cert_fix.zip」と入力します。
c. 「$unzip cert_fix.zip」と入力してファイルを解凍します。
d. 「$cd cert_fix」と入力して、解凍されたディレクトリにステップインします。
e. 「$sudo bash install.s」と入力して更新をインストールします。
f. デバイスを再起動します。

2. デバイスが起動したら、ストリーミング証明書を Mac (El Capitan 以前) にアップロードしてプロジェ
クトの出力を表示します。

a. 接続 (p. 24)お使いのコンピューターをデバイスに Wi-Fi (AMDC-NNNN) ネットワーク
b. deeplens.config URL を使用してブラウザでデバイスのセットアップページを開きます。
c. [Enable streaming certificates (ストリーミング証明書の有効化)] を選択します。ブラウザの手順は

無視します。
d. [Download streaming certificates (ストリーミング証明書のダウンロード)] ボタンを選択します。
e. 証明書がダウンロードされたら、ダウンロードされた証明書の名前を、download から

my_device.p12 または some_other_unique_string.p12 に変更します。
f. 証明書をダブルクリックして、キーチェーンにアップロードします。
g. キーチェーンでは、証明書のパスワードの入力が求められるので、「DeepLens」を入力しま

す。
h. デバイスからストリーミングされたプロジェクトの出力を表示するには、Mac コンピュータで 

Chrome を開き、デバイスのビデオサーバーウェブページ (https://your_device_ip:4000) 
に移動するか、AWS DeepLens コンソールを使用して ページを開きます。

キーチェーンからストリーミング証明書を選択するよう求められます。ただし、キーチェーン
は、上記のステップ 2.f で client cert としてアップロードされた任意のストリーミング証明
書を参照します。複数の類似した名前のキーチェーンエントリを区別するには、ストリーミング
証明書を選択するときに、有効期限と検証日を使用します。
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i. セキュリティの例外を追加します。プロンプトが表示されたら、コンピュータシステムのユー
ザー名とパスワードを入力し、ブラウザに記憶させる選択を行い、繰り返し入力しなくても済む
ようにします。

不完全な証明書 (.zip) ファイルを修正する方法
証明書の .zip ファイルをダウンロードするときに [Finish (完了)] ボタンを選択することを忘れると、ダウ
ンロードは未完了となり、証明書ファイルは使用できません。この問題を修正するには、ダウンロードし
た zip ファイルを削除し、デバイスを再登録します。

間違えてアップロードした証明書ファイルを修正する方法
正しくない証明書 (.zip) ファイルを間違ってアップロードした場合は、正しい証明書 (.zip) ファイルをアッ
プロードして、正しくない証明書ファイルを上書きします。

デバイス、プロジェクト、またはモデルの最大ユーザー制限の超
過を解決する方法
デバイスの再登録、プロジェクトの削除、またはモデルの削除を行ってから、新しいものを追加します。

AWS DeepLens デバイスの失敗した登録解除を修正する方法
デバイスの登録解除を停止し、再登録します。

AWS DeepLens デバイスを登録解除してから再登録するには

1. デバイスの背面にあるリセットピンホールに小さいクリップを挿入して、デバイスをセットアップ
モードに切り替えます。

2. 新しいデバイス名でデバイスを再登録します。
3. 新しい証明書をアップロードして古いものを置き換えます。

AWS DeepLens デバイスの失敗した登録を解決する方法
アクセス許可が間違っているか不足している場合、デバイスの登録は失敗する場合があります。に適切な 
IAM ロールおよびアクセス許可が設定されていることを確認します。AWS使用するサービス。

たとえば、で権限を設定する場合AWS DeepLensの必要なアクセス権限を持つ IAM ロールを既に作成して
いる必要があります。AWS IoT GreengrassこのロールをAWS Greengrass の IAM ロールオプション。登
録が失敗した場合は、適切なロールを作成および指定していることを確認してから、デバイスを再登録し
ます。

の既存の Lambda ロールの指定の IAM ロールAWSLambdaロール名がで始まっていないと、登録が失敗す
ることがあります。AWSDeepLens。名前がで始まらないロールを指定するAWSDeepLensLambda 関数の
デプロイには影響しません。

ロールを正しく設定するには、「AWS DeepLens デバイスの登録 (p. 9)」の手順に従い、AWS DeepLens 
コンソールのヒントを使用して各ロールの設定を確認します。

デバイスのローカル IP アドレス (192.168.0.1) にアクセスできな
い場合にデバイスのセットアップページを開く方法
AWS DeepLens デバイスでソフトウェア (awscam) バージョン 1.3.6 以降を実行している場合
は、http://deeplens.amazon.net に移動するか (デバイスを初めて登録する場合)、コンピュータの
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ブラウザウィンドウで http://deeplens.config に移動して、デバイスのセットアップページを開く
ことができます。コンピュータは、デバイスの (AMDC-nnnn) Wi-Fi ネットワークに接続 (p. 24)されている
可能性があります。

デバイスでより古いバージョンの awscam パッケージが実行されている場合は、デバイスのターミナルか
ら以下のコマンドを実行して最新バージョンに更新します。

sudo apt update
sudo apt install awscam

まだ awscam パッケージを最新バージョンに更新しない場合、AWS DeepLens デバイスソフトウェアパッ
ケージが 1.2.4 より古い場合は、http://192.168.0.1 に移動してデバイスセットアップページを起動
できます。デバイスソフトウェアパッケージが 1.2.4 より新しい場合は、http://10.105.168.217 に移動でき
ます。

デバイスソフトウェアが 1.2.4 より古く、ホームまたはオフィスの Wi-Fi ネットワークルーターで
デフォルトの IP アドレスとして 192.168.0.1 を使用している場合は、ルーターの IP アドレスを
192.168.1.0 などにリセットします。ルーターの IP アドレスをリセットする手順については、ルーター
のドキュメントを参照してください。たとえば、D-Link ルーターの IP アドレスを変更するには、ルー
ターの IP アドレスの変更方法に関する記事を参照します。

デバイスの Wi-Fi ネットワークが応答しない場合は、デバイスをリセットして再接続します。デバイスを
リセットするには、デバイスの背面にある [RESET] ボタンにピンを押し込み、デバイスの前面にある Wi-
Fi インジケータが点滅するまで待ちます。

デバイスの Wi-Fi インジケータが点滅しているか、コンピュータ
がデバイスに接続した後で、デバイスの Wi-Fi ネットワークを表
示可能にする方法
デバイスの中央の LED ライトが点滅していてもデバイスの Wi-Fi ネットワークがコンピュータに表示され
ない場合や、中央の LED ライトの点滅が停止した後でもコンピュータがデバイスの Wi-Fi ネットワークに
接続されている場合は、コンピュータで利用可能な Wi-Fi ネットワークを更新します。通常、この操作に
伴ってラップトップの Wi-Fi をオフにして再度オンにします。

デバイスが再起動し、デバイスの Wi-Fi ネットワークが接続リクエストを受け入れる準備ができるまで
に、最大 2 分かかります。

デバイスで失敗した Wi-Fi のリセットを修正する方法
デバイスの背面にあるピンホールにピンを挿入してデバイスをリセットしても、デバイスの Wi-Fi イン
ジケーター (中央の LED ライト) が点滅しない場合は、イーサネットケーブルを使用してデバイスをイン
ターネットに接続し、デバイスをモニター、キーボード、マウスに接続して、デバイスにログインしま
す。次に、ターミナルウィンドウを開き、次のコマンドを実行して awscam パッケージをリセットしま
す。

sudo systemctl status softap.service

このコマンドからエラーコード 203 が返された場合は、AWS DeepLens デバイスで以下のコマンドを実行
して awscam-webserver を再インストールします。

sudo apt-get install --reinstall awscam-webserver
sudo reboot

再起動に成功すると、デバイスの Wi-Fi ネットワークがセットアップされ、デバイスの中央の LED ライト
が点滅を開始します。
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AWS DeepLens デバイスにモデルをデプロイする際
の問題のトラブルシューティング
AWS DeepLens デバイスにモデルをデプロイする際に発生する問題のトラブルシューティングには、以下
のガイドラインに従います。

トピック
• デバイスの登録がエラーなしで終了した後で、モデルのダウンロード中に発生したアクセス拒否エ

ラーを解決する方法 (p. 124)
• ModelDownloadFailed エラーを解決する方法 (p. 124)
• モデル最適化エラー (std::bad_alloc()) を解決する (p. 124)
• stride 属性の欠落に起因するモデル最適化エラーを解決する方法 (p. 124)
• リストオブジェクトの shape 属性の欠落に起因するモデル最適化エラーを解決する方法 (p. 125)
• モデルの推論が適切であることを確認する方法 (p. 126)
• 検証セットでモデルが適切に実行されても AWS DeepLens でのデータ分類が不正確になる理由を確認

する方法 (p. 126)

デバイスの登録がエラーなしで終了した後で、モデルのダウン
ロード中に発生したアクセス拒否エラーを解決する方法
デバイスの登録中にアクセス許可を設定する場合は、の IAM ロールがあることを確認します。AWS IoT 
Greengrass作成され、ロールはの IAM グループロールAWSGreengrassデバイス登録時に権限を設定する
ときにコンソールでオプション。まだの場合は、正しいロールを使用してデバイスを再登録します。

ModelDownloadFailed エラーを解決する方法
を使用する場合AWS DeepLensコンソールでは、次の 2 つの IAM ロールを提供する必要
があります。AWS IoT Greengrass: の IAM ロールAWSGreengrassそしての IAM グループ
ロールAWSGreengrass。両方に同じ IAM ロールを指定すると、このエラーが発生します。
修正するには、AWSDeepLensGreengrassRole向けのの IAM ロールAWSGreengrassそし
てAWSDeepLensGreengrassGroupRole向けのの IAM グループロールAWSGreengrass。

モデル最適化エラー (std::bad_alloc()) を解決する
このエラーは、デバイスの MXNet のバージョンと、モデルのトレーニングに使用されているバージョン
が一致しないために発生します。デバイスのターミナルから次のコマンドを実行し、デバイスの MXNet の
バージョンをアップグレードします。

sudo pip3 install mxnet==1.0.0

この例では、トレーニングに使用している MXNet のバージョンを 1.0.0 としています。トレーニングに
別のバージョンを使用している場合は、適切なバージョン番号に変更してください。

stride 属性の欠落に起因するモデル最適化エラーを解決する方法
プーリングレイヤーのハイパーパラメータリストに stride 引数を指定していないと、モデルオプティマ
イザが失敗し、次のエラーメッセージが表示されます。

AttributeError: 'MxNetPoolingLayer' object has no attribute 'stride_x'
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このエラーは、最新の MXNet プーリングレイヤーのハイパーパラメータリストから、stride 引数が削除
されているために発生します。

この問題を解決するには、シンボルファイルに "stride": "(1, 1)" を追加します。テキストエディタ
でシンボルファイルを編集し、次のようなプーリングレイヤーに変更します。

{ 
    "op": "Pooling", 
    "name": "pool1", 
    "attr": { 
        "global_pool": "True", 
        "kernel": "(7, 7)", 
        "pool_type": "avg", 
        "stride": "(1, 1)" 
    }, 
    "inputs": <your input shape>
},

Afterstrideプロパティをすべてのプーリングレイヤーに追加すると、エラーが発生しなくなり、すべて
が適切に機能します。詳細については、こちらのフォーラム投稿を参照してください。

リストオブジェクトの shape 属性の欠落に起因するモデル最適
化エラーを解決する方法
モデルを最適化する際に、NULL でない演算子のレイヤー名にサフィックスがあると、次のエラーメッ
セージが表示されます。

File "/opt/intel/deeplearning_deploymenttoolkit_2017.1.0.5852/
deployment_tools/model_optimizer/model_optimizer_mxnet/mxnet_convertor/
mxnet_layer_utils.py", line 75, in transform_convolution_layer
res = np.ndarray(l.weights.shape)
AttributeError: 'list' object has no attribute 'shape'

テキストエディタで、モデルのシンボルファイル (<model_name>-symbol.json) を開きます。NULL で
ない演算子のすべてのレイヤー名からサフィックスを削除します。NULL でない演算子を定義する例は次
のとおりです。

{ 
    "op": "Convolution", 
    "name": "deep_dog_conv0_fwd", 
    "attr": { 
        "dilate": "(1, 1)", 
        "kernel": "(3, 3)", 
        "layout": "NCHW", 
        "no_bias": "False", 
        "num_filter": "64", 
        "num_group": "1", 
        "pad": "(0, 0)", 
        "stride": "(2, 2)" 
    }
}

"name": "deep_dog_conv0_fwd" を "name": "deep_dog_conv0"x に変更します。

一方、NULL 演算子の例は次のとおりです。

{ 
    "op": "null", 
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    "name": "deep_dog_conv0_weight", 
    "attr": { 
        "__dtype__": "0", 
        "__lr_mult__": "1.0", 
        "__shape__": "(64, 0, 3, 3)", 
        "__wd_mult__": "1.0" 
    }
},

softmax レイヤーの場合、"attr": "{}" プロパティが欠落していれば、JSON ファイルに追加します。
例:

{ 
    "op": "SoftmaxOutput", 
    "name": "softmax", 
    "attr": {}, 
    "inputs": [[192,0,0]]
}

最後に、サポートされているレイヤーのみをモデルで使用します。サポートされている MXNet レイヤーの
リストについては、MXNet モデル (p. 36)を参照してください。

モデルの推論が適切であることを確認する方法
特定のモデルに基づく推論を適切に行うには、モデルオプティマイザの高さと幅が、トレーニングセット
のイメージの高さと幅に一致する必要があります。たとえば、モデルのトレーニングに使用したイメージ
が 512 ピクセル X 512 ピクセルである場合、モデルオプティマイズの高さと幅は 512 X 512 に設定する必
要があります。それ以外の場合、推論は意味を成しません。

検証セットでモデルが適切に実行されても AWS DeepLens での
データ分類が不正確になる理由を確認する方法
トレーニングデータが正規化されていない場合、検証セットでモデルが適切に実行されても、AWS 
DeepLens でのデータ分類は不正確になります。正規化されたトレーニングデータを使用してモデルを再
トレーニングします。

トレーニングデータが正規化されている場合は、入力データについても正規化してから推論エンジンに渡
します。
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AWS DeepLens デバイスライブラリ
AWS DeepLens デバイスライブラリは、Python モジュールセットで構成されます。このセットが提供す
るオブジェクトやメソッドが、さまざまなデバイスオペレーションで使用されます。

• awscam モジュール。プロジェクトのモデルに基づいて推論コードを実行します。
• Caffe、Apache MXNet、または TensorFlow のディープラーニングモデルアーティファクトを AWS 

DeepLens モデルアーティファクトに変換し、必要な最適化を実行するための mo モジュール。
• -DeepLens_Kinesis_VideoKinesis Video Streams と統合し、AWS DeepLensデバイスを Kinesis 

Video Streams Streams

トピック
• awscam推論用の モジュール (p. 127)
• モデル最適化 (mo) 用のモジュール (p. 133)
• Amazon Kinesis Video Streams 統合用の DeepLens_Kinesis_Video モジュール (p. 144)

awscam推論用の モジュール
を使用するawscamビデオフレームをグラブするモジュールAWS DeepLensデバイスを指定し、デバイス
の推論エンジンに深層学習モデルをロードします。このモデルを使用して、取得したイメージフレームで
推論を実行します。

AWS Lambda 推論関数を作成して、AWS DeepLensプロジェクトでは、awscamモジュール。-awscamモ
ジュールにはcv2モジュール。-cv2モジュールは依存しているawscamモジュールなので、インポートする
必要がありますawscamインポート前のモジュールcv2モジュール。

トピック
• awscam.getLastFrame 関数 (p. 127)
• モデルオブジェクト (p. 128)

awscam.getLastFrame 関数
動画ストリームから最新のフレームを取得します。AWS DeepLens の実行中は、動画ストリーミングが常
に実行されます。

リクエストの構文

import awscam
ret, video_frame = awscam.getLastFrame()

パラメータ

• なし

戻り型

• ret – 呼び出しの成否を示すブール値 (true または false)。
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• video_frame – 動画フレームを表す numpy.ndarray。

モデルオブジェクト
class awscam.Model

AWS DeepLens の機械学習モデルを表します。

import awscam
model = awscam.Model(model_topology_file, loading_config, runtime)

メソッド
• モデルクラスコンストラクタ (p. 129)
• model.doInference メソッド (p. 130)
• model.parseResult での方法 (p. 132)
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モデルクラスコンストラクタ
awscam.Model オブジェクトを作成し、特定のタイプのプロセッサと特定の推論ランタイムで推論を実行
します。Neo コンパイル済みではないモデルでは、モデル固有の推測結果を返すために、Model オブジェ
クトが raw 推論出力の解析を公開します。

リクエストの構文

import awscam
model = awscam.Model(model_topology_file, loading_config, runtime=0)

パラメータ

• model_topology_file — 必須。runtime=0 の場合、このパラメータ値
は、mo.optimize (p. 129) メソッドによる、最適化されたモデル (.xml) ファイル出力へのパスで
す。runtime=1 の場合、このパラメータ名は、コンパイル済みのモデルアーティファクトを含むフォル
ダの名前であり、.json ファイル、.params ファイル、および .so ファイルが含まれます。

Neo コンパイル済みモデルは、Classification モデルタイプのみをサポートしています。他のモデル
は、Classification、Segmentation、および SSD (Single Shot MultiBox Detector) をサポートしていま
す。

Note

SageMaker でトレーニングされた SSD モデルをデプロイする場合は、まず実行する必要が
あります。deploy.py(から入手可能)https://github.com/apache/incubator-mxnet/tree/v1.x/ 
example/ssd/) を使用して、モデルアーティファクトをデプロイ可能なモデルに変換しま
す。MXNet リポジトリのクローンを作成またはダウンロードした後、git reset --hard 
73d88974f8bca1e68441606fb0787a2cd17eb364呼び出す前のコマンドdeploy.py最新
バージョンが機能しない場合は、モデルを変換します。

• loading_config(dict) — 必須。モデルを GPU と CPU のいずれにロードするかを指定します。このパ
ラメータの形式はディクショナリです。

有効な値:
• {"GPU":1}— モデルを GPU 内にロードします。Neo ランタイム (runtime=1) で推測を実行するに

は、GPU ({'GPU':1}) を選択する必要があります。
• {"GPU":0}モデルを CPU 内にロードします。

• runtimeint：オプション。推論を実行するランタイムを指定します。

有効な値:
• 0— デフォルトの推論ランタイムとしての Intel DLDT。
• 1— コンパイル済みモデルで推論を実行する Neo ランタイム。
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model.doInference メソッド
ロードしたモデルを適用して、動画フレーム (イメージファイル) で推論を実行します。このメソッドは、
推論の結果を返します。

リクエストの構文

import awscam
model = awscam.Model(model_topology_file, loading_config)
raw_inference_results = model.doInference(video_frame)

パラメータ

• video_frame — 必須。AWS DeepLens 動画フィードからの動画フレーム。

戻り型

• dict— ロードされたモデルに基づく出力レイヤーのディクショナリとしての推論結果。

戻り値

キーと値のペアのエントリを持つ dict オブジェクトを返します。エントリのキーは、モデルの出力レイ
ヤーの ID です。デフォルトの Intel DLDT ランタイムで実行中の推論の出力では、出力レイヤーの ID が、
モデルで指定されている出力レイヤー名です。たとえば、MXNet では、出力レイヤー名はモデルの .json 
ファイルで定義されます。Neo ランタイムで実行中の推論の出力では、出力レイヤー ID が、モデルで定
義されている出力レイヤーの序数です。エントリの値は、モデルのトレーニングに使用されたラベル付き
イメージでの入力 video_frame の可能性を保持する、list オブジェクトです。

Example

サンプル出力:

6 個のラベルの、SoftMax_67 という名前の出力レイヤーを持つモデルの Intel DLDT ランタイムで推論を
実行する推論出力の形式は、次のとおりです。

{ 
   ‘SoftMax_67’: array( 
       [   
          2.41881448e-08,  
          3.57339691e-09,  
          1.00263861e-07,  
          5.40415579e-09,  
          4.37702547e-04,  
          6.16787545e-08 
       ],  
   dtype=float32)
}

推論の実行に Neo ランタイム (runtime=1) を使用する場合、raw 推論結果は dict オブジェクトになり
ます。ここで、results[i] は ith 出力レイヤーを保持します。たとえば、イメージ分類ネットワーク 
(例:resnet-50) に Softmax 出力レイヤーが 1 つのみある場合、results[0]はNumpyサイズ配列N x 1そ
れはそれぞれの確率を与える。Nラベル付き画像タイプ。

次の出力例は、Neo ランタイムで実行中の同じモデル (上記) の raw 推論結果を示しています。

{ 
   0 : array( 
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       [   
          2.41881448e-08,  
          3.57339691e-09,  
          1.00263861e-07,  
          5.40415579e-09,  
          4.37702547e-04,  
          6.16787545e-08 
       ],  
   dtype=float32)
}
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model.parseResult での方法
分類、SSD、セグメンテーションモデルなど、Neo でコンパイル済みではない、よく使用されるいくつか
のモデルの raw 推論結果を解析します。カスタマイズされたモデルについては、お客様独自の解析関数を
記述してください。

リクエストの構文

import awscam
model = awscam.Model(model_topology_file, loading_config)
raw_infer_result = model.doInference(video_frame)
result = model.parseResult(model_type, raw_infer_result)

パラメータ

• model_type推論の生成に使用するモデルタイプを識別する文字列。必須。

有効な値: classification、ssd、segmentation

Note

SageMaker でトレーニングされた SSD モデルをデプロイする場合は、まず実行する必要が
あります。deploy.py(から入手可能)https://github.com/apache/incubator-mxnet/tree/v1.x/ 
example/ssd/) を使用して、モデルアーティファクトをデプロイ可能なモデルに変換しま
す。MXNet リポジトリのクローンを作成またはダウンロードした後、git reset --hard 
73d88974f8bca1e68441606fb0787a2cd17eb364呼び出す前のコマンドdeploy.py最新
バージョンが機能しない場合は、モデルを変換します。

• raw_infer_result— 関数の出力model.doInference(video_frame)。必須。

戻り型

• dict

戻り値

キーと値のペアの単一のエントリを含む dict を返します。キーの値は model_type です。この値は
dict オブジェクトのリストです。返される各 dict オブジェクトには、指定されたラベルのモデルに
よって計算された可能性が含まれます。ssd など一部のモデルタイプでは、返された dict オブジェクト
には、推論されたイメージオブジェクトがある境界ボックスの場所とサイズなど、その他の情報も含まれ
ます。

Example

サンプル出力:

Intel DLDT ランタイムで実行された raw 推論の場合、classification モデルタイプで解析された推論
結果の形式は次のとおりです。

{ 
    "classification":[ 
        {"label":"318", "prob":0.5}, 
        {"label":"277", "prob":0.3}, 
        ..., 
        {"label":"433", "prob":0.001} 
    ]
}
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ssd モデルタイプの解析された対応する推論結果には、境界ボックス情報が含まれており、次の形式にな
ります。

{ 
    "ssd": [ 
        {"label": "318", "xmin": 124, "xmax": 245, "ymin": 10,  "ymax": 142, "prob": 0.5}, 
        {"label": "277", "xmin": 89,  "xmax": 166, "ymin": 233, "ymax": 376, "prob": 0.3}, 
        ..., 
        {"label": "433", "xmin": 355, "xmax": 468, "ymin": 210, "ymax": 266, "prob": 0.001} 
    ]
}

Neo ランタイムで実行された推論の場合、解析された推論結果は、raw 推論結果と同じになります。

モデル最適化 (mo) 用のモジュール
-moPythonモジュールはAWS DeepLens変換に使用できるモデル最適化ライブラリCaffe、Apache 
MXNet、またはTensorFlow (p. 36)アーティファクトをモデル化するAWS DeepLensアーティファクトをモ
デリングし、必要な最適化を実行します。

モデルを最適化するには、適切な入力パラメータを指定して、mo.optimize 関数を呼び出します。

トピック
• mo.optimize メソッド  (p. 133)
• モデルオプティマイザのトラブルシューティング  (p. 137)

mo.optimize メソッド
Caffe (.prototxt または .caffemodel)、MXNet (.json および .params)、または TensorFlow (.pb
および AWS DeepLens) 表現から AWS DeepLens モデルアーティファクトを表現に変換し、必要な最適
化を実行します。

構文

import mo
res = mo.optimize(model_name, input_width, input_height, platform, aux_inputs)

リクエストパラメータ

• model_name: 最適化するモデルの名前。

タイプ:string

: 必須 はい
• input_width: 入力イメージの幅 (ピクセル単位)。値は負以外の整数で、1024 以下であることが必要で

す。

タイプ:integer。

: 必須 はい
• input_height: 入力イメージの高さ (ピクセル単位)。値は負以外の整数で、1024 以下であることが必

要です。

タイプ:integer。
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: 必須 はい
• platform: この最適化のソースプラットフォーム。有効な値については、次の表を参照してください。

タイプ:string

: 必須 いいえ

有効な値: platform

値 説明

Caffe または caffe 最適化では、(.prototxt または .caffemodel
ファイルの) Caffe モデルアーティファクトを 
AWS DeepLens モデルアーティファクトに変換
します。

MXNet、mxNet、または mx 最適化では、(.json および .params ファイル
の) Apache MXNet モデルアーティファクトを 
AWS DeepLens モデルアーティファクトに変換
します。これがデフォルトのオプションです。

TensorFlow または tensorflow または tf 最適化では、(固定されたグラフ .pb ファイル
の) TensorFlow モデルアーティファクトを AWS 
DeepLens モデルアーティファクトに変換しま
す。

• aux_inputs: 補助入力を含む Python ディクショナリオブジェクト。これには、すべてのプラット
フォームに共通するエントリと、個々のプラットフォームに固有のエントリが含まれます。

タイプ: Dict

: 必須 いいえ

有効な aux_inputs 辞書エントリ

項目名 該当するプラットフォーム 説明

--img-format すべて イメージ形式 デフォルト値は
BGR です。

--img-channels すべて イメージチャネルの数。デフォ
ルト値は 3 です。

--precision すべて イメージデータ型。デフォルト
値は FP16 です。

--fuse すべて 線形オペレーションの畳み込み
への結合をオン (ON) またはオフ 
(OFF) にするスイッチ。デフォ
ルト値は ON です。

--models-dir すべて モデルディレクトリ。デフォ
ルトのディレクトリは /opt/
awscam/artifacts です。

--output-dir すべて 出力ディレクトリ。デフォル
トのディレクトリは /opt/
awscam/artifacts です。
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項目名 該当するプラットフォーム 説明

--input_proto Caffe prototxt ファイルのパス。デフォ
ルト値は空の文字列 ("") です。

--epoch MXNet エポック番号。デフォルト値は
0 です。

--input_model_is_text TensorFlow 入力モデルファイルがテキス
トの protobuf 形式であるか 
(True)、そうでないか (False) 
を示すブールフラグ。デフォル
ト値は False です。

戻り値

optimize 関数は、以下を含む結果を返します。

• model_path: 正常に返された場合の、最適化されたモデルアーティファクトのパス。

型: 文字列
• status: 関数の運用ステータス。メソッド呼び出しが失敗した場合に考えられる失敗の原因と解決方法

については、次のステータスの表を参照してください。

タイプ:整数

status 原因 アクション

0 モデル最適化が成功しました。 アクションは不要です。

1 リクエストされたプラット
フォームがサポートされていな
いため、モデルの最適化に失敗
しました。

• サポートされているプラット
フォームを選択します。

• プラットフォーム名のスペル
が正しいことを確認します。

2 一貫性のないプラットフォーム
バージョンを使用しているた
め、モデルの最適化に失敗しま
した。

• 最新バージョンのプラット
フォームを実行しているこ
とを確認します。バージョ
ンを確認するには、コマンド
プロンプトで pip install 
mxnet を実行します。

• ターゲットプラットフォーム
のモデルにサポート外のレイ
ヤーがないことを確認しま
す。

• awscam ソフトウェアが最新
であることを確認します。

• 「」を参照してくださ
い。モデルオプティマイ
ザのトラブルシューティ
ング  (p. 137)についての 
CloudWatch Logs で報告さ
れるエラーメッセージに関し
て推奨されるアクションにつ
いては、AWS DeepLensそ
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status 原因 アクション
して、AWS DeepLensデバイ
ス。

推論用に最適化されたモデルをロードするには、awscam.Model (p. 129) API を呼び出し、この関数から
返された model_path を指定します。
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モデルオプティマイザのトラブルシューティング
このセクションでは、モデルオプティマイザによって報告されるエラーについてのよくある質問と回答
のリストを示します。AWS DeepLens モデルオプティマイザは、AWS DeepLens ソフトウェアでイン
ストールされる Intel Computer Vision SDK に依存しています。ここで説明されていないエラーについて
は、Intel Computer Vision SDK サポートを参照し、フォーラムで質問をしてください。

トピック
• 「現在の caffe.proto にはフィールドが含まれていません。" というエラーが表示される (p. 138)
• prototxt のみでベア Caffe モデルを作成する方法 (p. 138)
• 「ID でノードのポートを作成できません。" というエラーが表示される  (p. 138)
• 処理方法」無効なプロトファイル:'layer' または 'layers' の最上位メッセージがありません。" というエ

ラーが表示される  (p. 138)
• 「古い形式の入力 ('input_dims' 経由) はサポートされていません。'input_shape' を介して入力を指定し

てください。" というエラーが表示される  (p. 139)
• 「prototxt ファイルが無効です:値のエラー。" というエラーが表示される  (p. 140)
• 「Caffe フォールバック関数で Caffe.Net の作成中にエラーが発生しました。" というエラーが表示さ

れる  (p. 140)
• 「Caffe で例外が発生したため、シェイプを推測できません。" というエラーが表示される  (p. 140)
• 「利用できる Caffe がないため、ノード {} のシェイプを推測できません。操作の python 推論関数を登

録するか、シェイプの推論に Caffe を使用してください。" というエラーが表示される  (p. 140)
• 「MXNet モデルを変換するには入力シェイプが必要です。—input_width および —input_height を指定

してください。" というエラーが表示される  (p. 141)
• 「prototxt ファイルが見つかりません:Caffe の場合は、-input_proto (トポロジを保存する protobuf ファ

イル) およびトレーニング済みの重みを保存する —input_model を指定してください。" というエラー
が表示される  (p. 141)

• 「指定した入力モデルが存在しません。" というエラーが表示される  (p. 141)
• 「ディレクトリを作成できませんでした...というエラーが表示される。" というエラーが表示される

 (p. 141)
• 「入力と値のないデータノードを発見しました。" というエラーが表示される  (p. 141)
• 「プレースホルダーノードに入力ポートがありませんが、入力ポートが指定されました。" というエ

ラーが表示される  (p. 141)
• 「モデルにプレースホルダーがないか、複数のプレースホルダーがありますが、1 つのシェイプのみ

が指定されていて、設定できません。" というエラーが表示される  (p. 142)
• 「tensorboard のイベントファイルをディレクトリに書き込めません。" というエラーが表示される

 (p. 142)
• 「ノードでシェイプ/値の伝達を停止しました。" というエラーが表示される  (p. 142)
• 「モジュール tensorflow が見つかりませんでした。tensorflow 1.2 以降をインストールしてくださ

い。" というエラーが表示される  (p. 142)
• 「モデルファイルを読み取ることができません。誤った TensorFlow モデルファイルであるか、見つか

りません。" というエラーが表示される  (p. 142)
• 「モデルファイルからの読み込み後に、TensorFlow グラフを事前処理できません。ファイルが破損し

ているか、フォーマットがサポートされていません。" というエラーが表示される  (p. 142)
• 「入力モデル名は予期しない形式であり、反復数を抽出できません。" というエラーが表示される

 (p. 142)
• 「すべての出力が 'Cast' であるわけではないので、プレースホルダーの種類を変換できません。" とい

うエラーが表示される  (p. 143)
• 「データ型はサポートされていません。" というエラーが表示される  (p. 143)
• 「名前のノードがありません...「エラー  (p. 143)
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• 「モジュール mxnet が見つかりませんでした。mxnet 1.0.0 をインストールしてください「エラー
 (p. 143)

• 「mxnet モデルの読み込み中に次のエラーが発生しました...「エラー  (p. 143)
• 「... ノード [...] の BLOB を... に変換中に、... の... 要素が無限にクリップされました。「エラー

 (p. 143)
• 「... ノード [...] の BLOB を... に変換中に、... の... 要素がゼロにクリップされました。「エラー

 (p. 143)
• 「トポロジには '入力' レイヤーは含まれていません。" というエラーが表示される  (p. 143)

「現在の caffe.proto にはフィールドが含まれていません。" とい
うエラーが表示される
モデルには、モデルオプティマイザでサポートされていないカスタムレイヤーがあります。

prototxt のみでベア Caffe モデルを作成する方法
.prototxt のみでベア Caffe モデルを作成するには、Caffe モジュールをインポートし、次のコマンドを実行
します。

python3  

import caffe  
net = caffe.Net('PATH_TO_PROTOTXT/my_net.prototxt', caffe.TEST)  
net.save('PATH_TO_PROTOTXT/my_net.caffemodel')

「ID でノードのポートを作成できません。" というエラーが表示
される
モデルには、モデルオプティマイザでサポートされていないカスタムレイヤーがあります。カスタムレイ
ヤーを削除します。

処理方法」無効なプロトファイル:'layer' または 'layers' の最上位
メッセージがありません。" というエラーが表示される
Caffe トポロジの構造は、で説明されています。caffe.protoファイルを開きます。たとえば、モ
デルオプティマイザで、次のデフォルトが見つかったとします。protofile: /opt/awscam/intel/
deeplearning_deploymenttoolkit/deployment_tools/model_optimizer/mo/front/caffe/
proto/my_caffe.proto。 このファイルには、たとえば次の構造が含まれています。

message NetParameter { 
   // ... some other parameters 

   // The layers that make up the net.  Each of their configurations, including  
   // connectivity and behavior, is specified as a LayerParameter.  
   repeated LayerParameter layer = 100;  // Use ID 100 so layers are printed last.  

   // DEPRECATED: use 'layer' instead.  
   repeated V1LayerParameter layers = 2;  
}

この場合、トポロジには prototxt で上位レベルの構造としてレイヤーが含まれている必要があります。詳
細については、「LeNet トポロジ」を参照してください。
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「古い形式の入力 ('input_dims' 経由) はサポートされていませ
ん。'input_shape' を介して入力を指定してください。" というエ
ラーが表示される
Caffe トポロジの構造は、で説明されています。caffe.protoファイルを開きます。たとえば、モデル
オプティマイザで、次のデフォルト proto ファイルを見つけることができます。/opt/awscam/intel/
deeplearning_deploymenttoolkit/deployment_tools/model_optimizer/mo/front/caffe/
proto/my_caffe.proto。 このファイルには、たとえば次の構造が含まれています。

message NetParameter { 
    optional string name = 1; // Consider giving the network a name. 
    // DEPRECATED. See InputParameter. The input blobs to the network.  
    repeated string input = 3;  
    // DEPRECATED. See InputParameter. The shape of the input blobs.  
    repeated BlobShape input_shape = 8;  

    // 4D input dimensions are deprecated.  Use "input_shape" instead.  
    // If specified, for each input blob, there should be four  
    // values specifying the num, channels, and height and width of the input blob.  
    // Therefore, there should be a total of (4 * #input) numbers.  
    repeated int32 input_dim = 4;  
    // ... other parameters  
}

次のいずれかの形式を使用して、提供されたモデルの入力レイヤーを指定します。

1. 入力レイヤー形式 1:

input: "data"  
input_shape  
{  
    dim: 1  
    dim: 3  
    dim: 227  
    dim: 227  
}

2. 入力レイヤー形式 2:

input: "data"  
input_shape  
{  
    dim: 1  
    dim: 3  
    dim: 600  
    dim: 1000  
}  
input: "im_info"  
input_shape  
{  
    dim: 1  
    dim: 3  
}

3. 入力レイヤー形式 3:

layer  
{  
    name: "data"  
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    type: "Input"  
    top: "data" 
    input_param {shape: {dim: 1 dim: 3 dim: 600 dim: 1000}}  
}  

layer  
{  
    name: "im_info"  
    type: "Input"  
    top: "im_info"  
    input_param {shape: {dim: 1 dim: 3}}  
}

4. 入力レイヤー形式 4:

input: "data"  
input_dim: 1  
input_dim: 3  
input_dim: 500

ただし、モデルに複数の入力レイヤーが含まれている場合、モデルオプティマイザは形式 1、2、および 3 
の入力レイヤーでモデルを変換できます。複数入力トポロジで形式 4 を使用することはできません。

「prototxt ファイルが無効です:値のエラー。" というエラーが表
示される
「the section called “処理方法」無効なプロトファイル:'layer' または 'layers' の最上位メッセージがありま
せん。" というエラーが表示される ” (p. 138)」および「the section called “「prototxt ファイルが見つか
りません:Caffe の場合は、-input_proto (トポロジを保存する protobuf ファイル) およびトレーニング済み
の重みを保存する —input_model を指定してください。" というエラーが表示される ” (p. 141)」を参照
してください。

「Caffe フォールバック関数で Caffe.Net の作成中にエラーが発
生しました。" というエラーが表示される
モデルオプティマイザは、Caffe フレームワークで指定されたレイヤーの推論を試みている間は、Caffe 
モジュールを使用して net を作成することはできません。.caffemodel および .prototxt ファイルが
正しいことを確認してください。問題が .prototxt ファイルにないことを確認するには、「the section 
called “prototxt のみでベア Caffe モデルを作成する方法” (p. 138)」を参照してください。

「Caffe で例外が発生したため、シェイプを推測できません。" 
というエラーが表示される
モデルには、モデルオプティマイザでサポートされていないカスタムレイヤーがあります。カスタムレイ
ヤーを削除します。

「利用できる Caffe がないため、ノード {} のシェイプを推測でき
ません。操作の python 推論関数を登録するか、シェイプの推論
に Caffe を使用してください。" というエラーが表示される
モデルには、モデルオプティマイザでサポートされていないカスタムレイヤーがあります。カスタムレイ
ヤーを削除します。
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「MXNet モデルを変換するには入力シェイプが必要です。—
input_width および —input_height を指定してください。" という
エラーが表示される
MXNet モデルを IR に変換するには、入力シェイプを指定する必要があります。これは、MXNet モデルに
は入力シェイプに関する情報が含まれていないためです。を使用する–input_shapeというフラグが表示
されるinput_widthそしてinput_height。

「prototxt ファイルが見つかりません:Caffe の場合は、-
input_proto (トポロジを保存する protobuf ファイル) およびト
レーニング済みの重みを保存する —input_model を指定してくだ
さい。" というエラーが表示される
モデルオプティマイザは、指定されたモデルの prototxt ファイルを見つけることができません。デフォ
ルトでは、.prototxt ファイルは同じ名前の入力モデルとして (拡張子を除きます)、同じディレクトリ
にある必要があります。これらのいずれかの条件が満たされない場合は、--input_proto を使用して
prototxt ファイルへのパスを指定します。

「指定した入力モデルが存在しません。" というエラーが表示さ
れる
ほとんどの場合、モデルへの誤ったパスを指定しています。パスが正しく、ファイルが存在していること
を確認します。

「ディレクトリを作成できませんでした...というエラーが表示さ
れる。" というエラーが表示される
モデルオプティマイザは指定されたディレクトリを –output_dir パラメータとして作成できません。指
定されたディレクトリを作成するアクセス許可があることを確認します。

「入力と値のないデータノードを発見しました。" というエラー
が表示される
指定されたトポロジ内のレイヤーの 1 つに、入力または値がない可能性があります。指定された
.caffemodel および .protobuf ファイルに、必要なすべての入力と値が含まれていることを確認しま
す。

「プレースホルダーノードに入力ポートがありませんが、入力
ポートが指定されました。" というエラーが表示される
プレースホルダーノードの入力ノードを指定した可能性がありますが、モデルに入力ノードが含まれてい
ません。モデルに入力が含まれていることを確認するか、モデルでサポートされている入力ノードを使用
します。
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「モデルにプレースホルダーがないか、複数のプレースホルダー
がありますが、1 つのシェイプのみが指定されていて、設定でき
ません。" というエラーが表示される
入力が含まれていないか、複数の入力が含まれているモデルのプレースホルダーノードに、1 つのシェイ
プのみを指定した可能性があります。プレースホルダーノードの正しいデータを指定したことを確認しま
す。

「tensorboard のイベントファイルをディレクトリに書き込めま
せん。" というエラーが表示される
モデルオプティマイザは指定されたディレクトリでイベントファイルを書き込むことができませんでし
た。ディレクトリが存在しないか、そのディレクトリに書き込むアクセス許可がない可能性があります。
ディレクトリが存在し、必要な書き込み権限があることを確認します。

「ノードでシェイプ/値の伝達を停止しました。" というエラーが
表示される
モデルオプティマイザは、指定されたノードのシェイプまたは値を推測できません。これは、推論関数に
バグがある、入力モードの値またはシェイプが正しくない、または入力シェイプが無効であるためです。
推論関数、入力値、またはシェイプが正確であることを確認します。

「モジュール tensorflow が見つかりませんでした。tensorflow 
1.2 以降をインストールしてください。" というエラーが表示さ
れる
オプティマイザモデルを使用して TensorFlow モデルを変換するには、TensorFlow 1.2 以降をインストー
ルします。

「モデルファイルを読み取ることができません。誤った 
TensorFlow モデルファイルであるか、見つかりません。" という
エラーが表示される
モデルファイルにはバイナリ形式の TensorFlow グラフスナップショットが含まれている必要
があります。—input_model_is_text がテキスト形式で指定されていることを確認します。--
input_model_is_textというエラーが表示されるfalse。デフォルトでは、モデルはバイナリファイル
に解釈されます。

「モデルファイルからの読み込み後に、TensorFlow グラフを事
前処理できません。ファイルが破損しているか、フォーマットが
サポートされていません。" というエラーが表示される
正しいモデルファイルを指定したこと、およびファイルが正しい形式であり、ファイルの内容が破損して
いないことを確認します。

「入力モデル名は予期しない形式であり、反復数を抽出できませ
ん。" というエラーが表示される
MXNet モデルファイルは .json または .para 形式である必要があります。正しい形式を使用してくださ
い。
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「すべての出力が 'Cast' であるわけではないので、プレースホル
ダーの種類を変換できません。" というエラーが表示される
モデルのプレースホルダーノードに FP32 データ型を使用します。プレースホルダーノードの入力データ
型として UINT8 を使用しないでください。

「データ型はサポートされていません。" というエラーが表示さ
れる
モデルオプティマイザはモデルを指定されたデータ型に変換できません。–precision パラメータを持つ
データ型を FP16、FP32、half、または float の値で設定します。

「名前のノードがありません...「エラー
モデルオプティマイザは、存在しないノードにアクセスすることはできません。正しいプレースホル
ダー、入力ノード名、または出力ノード名を指定してください。

「モジュール mxnet が見つかりませんでした。mxnet 1.0.0 をイ
ンストールしてください「エラー
モデルオプティマイザモデルが確実に MXNet モデルを変換するためには、MXNet 1.0.0 以降をインストー
ルします。

「mxnet モデルの読み込み中に次のエラーが発生しました...「エ
ラー
指定したパスが正しく、モデルが存在し破損していないこと、およびモデルを操作するための十分なアク
セス権限があることを確認します。

「... ノード [...] の BLOB を... に変換中に、... の... 要素が無限に
クリップされました。「エラー
--precision=FP16 コマンドラインオプションを使用すると、モデルオプティマイザはノードのすべて
の BLOB を FP16 タイプに変換します。BLOB の値が有効な FP16 値の範囲外である場合、モデルオプ
ティマイザは値を正または負の無限大値を変換します。モデルによって、間違った推論結果が生成される
場合や、何も問題は発生しない場合があります。これらの要素の数、およびそのノード名で表示される、
使用された BLOB の要素の合計数を調べます。

「... ノード [...] の BLOB を... に変換中に、... の... 要素がゼロに
クリップされました。「エラー
--precision=FP16 コマンドラインオプションを使用すると、モデルオプティマイザはノードのすべて
の BLOB を FP16 タイプに変換します。BLOB の値が 0 に近い場合、有効な FP16 値として表すことはで
きません。モデルオプティマイザはそれを真のゼロに変換します。モデルによって、間違った推論結果が
生成される場合や、何も問題は発生しない場合があります。これらの要素の数、およびそのノード名で表
示される、使用された BLOB の要素の合計数を調べます。

「トポロジには '入力' レイヤーは含まれていません。" というエ
ラーが表示される
モデルオプティマイザがデプロイに対応した .prototxt ファイルを予期しているが、Caffe トポロ
ジの prototxt ファイルはトレーニングを対象としている可能性があります。デプロイに対応した
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.prototxt ファイルを準備するには、GitHub で提供されている手順に従います。通常、デプロイに対応
したトポロジの準備では、データレイヤーの削除、入力レイヤーの追加、および損失レイヤーの削除が関
連します。

Amazon Kinesis Video Streams 統合用の 
DeepLens_Kinesis_Video モジュール

のための Amazon Kinesis Video StreamsAWS DeepLensビデオライブラリはカプセル化する Python モ
ジュールですKinesis Video Streams プロデューサー SDKにとってAWS DeepLensデバイス。このモ
ジュールを使用して、ビデオフィードをAWS DeepLensデバイスからKinesis Video Streams、デバイスか
らのビデオストリーミングをいつ開始および停止するか制御します。この機能は、独自のディープラーニ
ングモデルをトレーニングする場合に便利です。この場合、から特定の間隔のビデオフィードを送信でき
ます。AWS DeepLensデバイスを Kinesis Video Streams に変換し、データをトレーニングの入力として
使用します。

このモジュール、DeepLens_Kinesis_Video は、すでに AWS DeepLens デバイスにインストールされてい
ます。このモジュールは、にデプロイされた Lambda 関数で呼び出すことができます。AWS DeepLensを
の一部としてデバイスAWS DeepLensプロジェクト。

次の Python の例は、DeepLens_Kinesis_Video モジュールを使用して、呼び出し元のから 5 時間のビ
デオフィードをストリーミングする方法を示しています。AWS DeepLensデバイスからKinesis Video 
Streams。

import time
import os
import DeepLens_Kinesis_Video as dkv
from botocore.session import Session
import greengrasssdk

def greengrass_hello_world_run(): 
    # Create the green grass client so that we can send messages to IoT console 
    client = greengrasssdk.client('iot-data') 
    iot_topic = '$aws/things/{}/infer'.format(os.environ['AWS_IOT_THING_NAME']) 

    # Stream configuration, name and retention 
    # Note that the name will appear as deeplens-myStream 
    stream_name = 'myStream' 
    retention = 2 #hours 

    # Amount of time to stream 
    wait_time = 60 * 60 * 5 #seconds 

    # Use the boto session API to grab credentials 
    session = Session() 
    creds = session.get_credentials() 

    # Create producer and stream. 
    producer = dkv.createProducer(creds.access_key, creds.secret_key, creds.token, "us-
east-1") 
    client.publish(topic=iot_topic, payload="Producer created") 
    kvs_stream = producer.createStream(stream_name, retention) 
    client.publish(topic=iot_topic, payload="Stream {} created".format(stream_name)) 

    # Start putting data into the KVS stream 
    kvs_stream.start() 
    client.publish(topic=iot_topic, payload="Stream started") 
    time.sleep(wait_time) 
    # Stop putting data into the KVS stream 
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    kvs_stream.stop() 
    client.publish(topic=iot_topic, payload="Stream stopped")

# Execute the function above
greengrass_hello_world_run()

この例では、dkv.createProducerKinesis Video Streams プロデューサー SDK クライアントをインス
タンス化します。次に、producer.createStream を呼び出して AWS DeepLens デバイスからのスト
リーミングをセットアップします。my_stream.start、time.sleep、および my_stream.stop を呼
び出して、ビデオフィードの長さを制御します。保存されたビデオは Kinesis Video Streams に 2 時間保
持されます。retentionパラメータを2。

トピック
• DeepLens_Kinesis_Video.createProducer 関数 (p. 145)
• プロデューサーオブジェクト (p. 146)
• Stream オブジェクト (p. 147)

DeepLens_Kinesis_Video.createProducer 関数
用の Kinesis Video Streams プロデューサー SDK のクライアントオブジェクトのインスタンスを作成し
ます。AWS DeepLens。インスタンスを使用して、AWS DeepLensデバイスをAWSデバイスからKinesis 
Video Streams へのビデオストリームをクラウド化し、管理します。

構文

import DeepLens_Kinesis_Video as dkv
producer = dkv.createProducer(aws_access_key, aws_seccrete_key, session_token, aws_region)

パラメータ

• aws_access_key

タイプ: "string"

必須 はい

AWS アカウントの IAM アクセスキー。
• aws_secret_key

タイプ: "string"

必須 はい

AWS アカウントの IAM シークレットキー。
• session_token

タイプ: "string"

必須 いいえ

セッショントークン (存在する場合)。空の値は指定されていないトークンを意味します。
• aws_region

タイプ: "string"
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必須 はい

データをストリーミングする AWS リージョン。AWS DeepLens アプリケーションの場合、唯一の有効
な値は us-east-1 です。

戻り値

• Producer オブジェクト。 (p. 146)

例

import DeepLens_Kinesis_Video as dkv
producer = dkv.createProducer("ABCDEF...LMNO23PU", "abcDEFGHi...bc8defGxhiJ", "", "us-
east-1")

プロデューサーオブジェクト
からのビデオフィードを送信するストリームを作成するために使用される Kinesis Video Streams プロ
デューサー SDK クライアントを表すオブジェクト。AWS DeepLensデバイス。

トピック
• Producer.createStream メソッド (p. 146)

Producer.createStream メソッド
Kinesis Video Streams ストリームオブジェクトを作成し、AWS DeepLensデバイスをに。

構文

stream = producer (p. 146).createStream(stream_name, retention)

パラメータ

• stream_name

タイプ: "string"

必須 はい

Kinesis ストリームの名前AWS DeepLensデバイスはにビデオフィードを送信します。ストリームが存在
しない場合、Kinesis Video Streams はストリームを作成します。それ以外の場合は、既存のストリーム
を使用してビデオフィードを受信します。 の一意の名前とハンドルがあれば、複数のストリームを持つ
ことができます。

• retention

タイプ: int

必須 はい

ストリーミングされたデータを保持する時間 (時間単位)。でデータを表示するにはストリーミングプレ
ビューKinesis Video Streams コンソールで、このパラメータを 2 時間以上に設定します。

戻り値
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• Stream (p. 147) オブジェクト。

Stream オブジェクト
ビデオフィードの Kinesis ストリームをカプセル化するオブジェクトAWS DeepLensデバイスを作成し、
データのストリーミングを開始および停止するタイミングを制御するためのメソッドを公開します。

トピック
• Stream.isActive プロパティ (p. 147)
• Stream.start メソッド (p. 147)
• Stream.stop メソッド (p. 147)

Stream.isActive プロパティ
プロデューサーがデータをこのストリームに送信しているかどうかを示すブールフラグを返します。

構文

stream (p. 147).isActive

パラメータ

• なし

戻り値

• Type: [Boolean] (ブール値)

値: ストリームがアクティブな場合は true。そうでない場合は、false です。

Stream.start メソッド
からのビデオフィードの送信を開始するようプロデューサーに通知します。AWS DeepLensKinesis スト
リームへのデバイス。

構文

stream (p. 147).start()

パラメータ

• なし

戻り値

• なし

Stream.stop メソッド
からのビデオフィードの送信を停止するようプロデューサーに通知します。AWS DeepLensKinesis スト
リームへのデバイス。
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構文

stream (p. 147).stop()

パラメータ

• なし

戻り値

• なし
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セキュリティ
このセクションでは、AWS DeepLens のさまざまな側面を保護するためのガイドラインを示します。

トピック
• データ保護 (p. 149)
• AWS DeepLens 向けの Identity and Access Management (p. 149)
• 更新管理 (p. 163)
• セキュリティコンプライアンス (p. 163)

データ保護
AWS DeepLens はデバイスからデータを収集しません。カメラからのビデオフレームと推論結果は、ロー
カルでデバイスに限定されます。ユーザーは、プロジェクトの Lambda 関数で他の AWS のサービスに推
論結果を公開する方法と場所を制御します。公開先のサービスに関係なく、影響を受けるデータの独占的
所有権はお客様のアカウントに残ります。

AWS DeepLens は、デバイス上のデータストレージに対して、ハードウェアレベルのフルディスク暗号化
をサポートします。デバイス上でデータ暗号化を設定する必要があります。

デバイスの登録とメンテナンスのために、AWS DeepLens デバイスとコンピュータ間の通信には HTTPS 
接続が必要です。ただし、デバイス設定モードでデバイスの SofTap エンドポイントに接続する場合は、
パスワードによる認証が必要です。デフォルトのパスワードは、AWS DeepLens デバイスの下部に表示さ
れています。

デバイス上のディスク暗号化の場合、キーは Trusted Platform Module (TPM) と呼ばれるハードウェアコン
ポーネントに保存されます。

モデルがデバイスから削除されることはありません。デバイスからデータを削除するには、SSH を使用し
て AWS DeepLens デバイスに接続し、手動でデータを削除する必要があります。工場出荷時リセットを
実行することもできます。

AWS DeepLens 向けの Identity and Access 
Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に AWS DeepLens リ
ソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、無料で使用できる AWS の
サービスです。

トピック
• 対象者 (p. 150)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 150)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 152)
• AWS DeepLens で IAM を使用する方法 (p. 154)
• AWS DeepLens アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 156)
• AWS DeepLens のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 162)
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対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、AWS DeepLens で行う作業によって異なりま
す。

サービスユーザー - AWS DeepLens サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可
と認証情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの AWS DeepLens 機能を使用する
とき、追加のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者か
ら適切な許可をリクエストするのに役に立ちます。AWS DeepLens の特徴にアクセスできない場合は、
「AWS DeepLens のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 162)」を参照してくだ
さい。

サービス管理者 - 社内の AWS DeepLens リソースを担当している場合は、通常、AWS DeepLens へのフ
ルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの AWS DeepLens 機能やリソースにアクセスするかを
決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を
変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。お客様の
会社で AWS DeepLens で IAM を利用する方法の詳細については、AWS DeepLens で IAM を使用する方
法 (p. 154) をご参照ください。

IAM 管理者 - 管理者は、AWS DeepLens へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認
する場合があります。IAM で使用できる AWS DeepLens アイデンティティベースのポリシーの例を表示
するには、AWS DeepLens アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 156) を参照してください。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
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ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management リファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してく
ださい。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
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実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、サービス認証リ
ファレンスの「AWS DeepLens のアクション、リソース、および条件キー」をご参照ください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
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できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
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リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

AWS DeepLens で IAM を使用する方法
AWS DeepLens へのアクセスを管理するために IAM を使用する前に、AWS DeepLens でどの IAM特徴が
使用できるかを理解しておく必要があります。AWS DeepLens およびその他の AWS のサービスが IAM と
連携する方法の概要を把握するには、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS のサービス」を参照
してください。

トピック
• AWS DeepLens アイデンティティベースのポリシー (p. 154)
• AWS DeepLens リソースベースのポリシー (p. 155)
• アクセスコントロールリスト (ACL) (p. 155)
• AWS DeepLens タグに基づいた承認 (p. 155)
• AWS DeepLens IAM ロール (p. 155)

AWS DeepLens アイデンティティベースのポリシー
IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否されたアクションとリソースを指定でき、
さらにアクションが許可または拒否された条件を指定できます。AWS DeepLens は、特定のアクショ
ン、リソース、および条件キーをサポートします。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス」を参照してください。

アクション

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの プ
リンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するためのアクセス許可を付与するポリシーで
使用されます。

AWS DeepLensのポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックス を使用します: aws-
deeplense:。たとえば、 Amazon EC2 RunInstances API オペレーションで Amazon EC2 インスタ
ンスを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与するには、ポリシーに ec2:RunInstances アク
ションを含めます。ポリシーステートメントには、Action 要素または NotAction 要素のいずれかを含
める必要があります。 AWS DeepLens は、このサービスで実行できるタスクを説明する独自の一連のア
クションを定義します。

単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにカンマで区切ります。
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"Action": [ 
      "ec2:action1", 
      "ec2:action2"

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。例えば、Describe という
単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "ec2:Describe*"

AWS DeepLens アクションのリストを表示するには、IAM ユーザーガイドのAWS DeepLens によって定
義されたアクションを参照してください。

リソース

AWS DeepLens は、ポリシー内のリソース ARN の指定をサポートしていませ ん。

条件キー

AWS DeepLens は、サービス固有の条件キーを提供しません。

AWS DeepLens リソースベースのポリシー
AWS DeepLens は、リソースベースのポリシーをサポートしません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
AWS DeepLens は、アクセスコントロールリスト (ACL) をサポートしていません。

AWS DeepLens タグに基づいた承認
AWS DeepLens は、リソースのタグ付けやタグに基づいたアクセスの制御をサポートしていません。

AWS DeepLens IAM ロール
IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。

AWS DeepLens を使用した一時的な認証情報の使用

AWS DeepLens では、一時認証情報の使用をサポートしています。

サービスリンクロール

サービスにリンクされたロールは、AWS サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的にア
クションを完了することを許可します。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、
サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できます
が、編集することはできません。

AWS DeepLens ではサービスにリンクされたロールをサポートしていません。

サービスロール

この機能により、ユーザーに代わってサービスがサービスロールを引き受けることが許可されます。この
ロールにより、サービスがユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了
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することが許可されます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有され
ます。つまり、IAM 管理者が、このロールの許可を変更することができます。ただし、これを行うことに
より、サービスの機能が損なわれる場合があります。

AWS DeepLens はサービスロールをサポートします。

AWS DeepLens で IAM ロールを選択

AWS DeepLens で widget リソースを作成する場合、AWS DeepLens が自動的に Amazon EC2 にアクセ
スすることを許可するロールを選択する必要があります。サービスロールあるいはサービスにリンクされ
たロールを以前に作成している場合、AWS DeepLens は選択できるロールのリストを示します。Amazon 
EC2 インスタンスの起動と停止のためのアクセスを、許可するロールを選択することが重要です。詳細に
ついては、「ADD XREF TO YOUR DOCS HERE」を参照してください。

AWS DeepLens アイデンティティベースのポリシー
の例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、AWS DeepLens リソースを作成または変更するアクセ
ス許可はありません。また、AWS Management Console や AWS CLI、AWS API を使用してタスクを実行
することもできません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オ
ペレーションを実行する許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続
いて、管理者はそれらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。

JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成す
る方法については、「IAM ユーザーガイド」の「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 156)
• AWS DeepLens コンソールの使用 (p. 157)
• ユーザーが自分のアクセス許可を表示できるようにする (p. 161)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが AWS DeepLens リソースを作成、アクセス、ま
たは削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が
発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下
のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。
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• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

AWS DeepLens コンソールの使用
AWS DeepLens コンソールにアクセスするには、最小限の許可が必要です。これらの許可により、AWS 
アカウントの AWS DeepLens リソースに関する詳細を一覧表示および表示できるようにする必要があり
ます。最低限必要な許可よりも制限の厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、コンソー
ルは、そのポリシーを持つエンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に対して意図されたとおりに機能し
なくなります。

これらのエンティティが AWS DeepLens コンソールを使用できるように、次の AWS 管理ポリシーもエン
ティティに添付します。詳細については、IAM ユーザーガイドのユーザーへのアクセス許可の追加を参照
してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DeepLensIoTThingAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iot:CreateThing", 
                "iot:DeleteThing", 
                "iot:DeleteThingShadow", 
                "iot:DescribeThing", 
                "iot:GetThingShadow", 
                "iot:UpdateThing", 
                "iot:UpdateThingShadow" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens_*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensIoTCertificateAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iot:AttachThingPrincipal", 
                "iot:DetachThingPrincipal" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens_*", 
                "arn:aws:iot:*:*:cert/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensIoTCreateCertificateAndPolicyAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iot:CreateKeysAndCertificate", 
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                "iot:CreatePolicy", 
                "iot:CreatePolicyVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensIoTAttachCertificatePolicyAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iot:AttachPrincipalPolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iot:*:*:policy/deeplens*", 
                "arn:aws:iot:*:*:cert/*" 
           ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensIoTDataAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iot:GetThingShadow", 
                "iot:UpdateThingShadow" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iot:*:*:thing/deeplens_*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensIoTEndpointAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iot:DescribeEndpoint" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "deeplens:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensS3ObjectAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::deeplens*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensS3Buckets", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:DeleteBucket", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
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            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::deeplens*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensCreateS3Buckets", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensIAMPassRoleAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "greengrass.amazonaws.com", 
                        "sagemaker.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensIAMLambdaPassRoleAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/deeplens*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "lambda.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensGreenGrassAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "greengrass:AssociateRoleToGroup", 
                "greengrass:AssociateServiceRoleToAccount", 
                "greengrass:CreateResourceDefinition", 
                "greengrass:CreateResourceDefinitionVersion", 
                "greengrass:CreateCoreDefinition", 
                "greengrass:CreateCoreDefinitionVersion", 
                "greengrass:CreateDeployment", 
                "greengrass:CreateFunctionDefinition", 
                "greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion", 
                "greengrass:CreateGroup", 
                "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority", 
                "greengrass:CreateGroupVersion", 
                "greengrass:CreateLoggerDefinition", 
                "greengrass:CreateLoggerDefinitionVersion", 
                "greengrass:CreateSubscriptionDefinition", 
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                "greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion", 
                "greengrass:DeleteCoreDefinition", 
                "greengrass:DeleteFunctionDefinition", 
                "greengrass:DeleteGroup", 
                "greengrass:DeleteLoggerDefinition", 
                "greengrass:DeleteSubscriptionDefinition", 
                "greengrass:DisassociateRoleFromGroup", 
                "greengrass:DisassociateServiceRoleFromAccount", 
                "greengrass:GetAssociatedRole", 
                "greengrass:GetConnectivityInfo", 
                "greengrass:GetCoreDefinition", 
                "greengrass:GetCoreDefinitionVersion", 
                "greengrass:GetDeploymentStatus", 
                "greengrass:GetDeviceDefinition", 
                "greengrass:GetDeviceDefinitionVersion", 
                "greengrass:GetFunctionDefinition", 
                "greengrass:GetFunctionDefinitionVersion", 
                "greengrass:GetGroup", 
                "greengrass:GetGroupCertificateAuthority", 
                "greengrass:GetGroupCertificateConfiguration", 
                "greengrass:GetGroupVersion", 
                "greengrass:GetLoggerDefinition", 
                "greengrass:GetLoggerDefinitionVersion", 
                "greengrass:GetServiceRoleForAccount", 
                "greengrass:GetSubscriptionDefinition", 
                "greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion", 
                "greengrass:ListCoreDefinitionVersions", 
                "greengrass:ListCoreDefinitions", 
                "greengrass:ListDeployments", 
                "greengrass:ListDeviceDefinitionVersions", 
                "greengrass:ListDeviceDefinitions", 
                "greengrass:ListFunctionDefinitionVersions", 
                "greengrass:ListFunctionDefinitions", 
                "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities", 
                "greengrass:ListGroupVersions", 
                "greengrass:ListGroups", 
                "greengrass:ListLoggerDefinitionVersions", 
                "greengrass:ListLoggerDefinitions", 
                "greengrass:ListSubscriptionDefinitionVersions", 
                "greengrass:ListSubscriptionDefinitions", 
                "greengrass:ResetDeployments", 
                "greengrass:UpdateConnectivityInfo", 
                "greengrass:UpdateCoreDefinition", 
                "greengrass:UpdateDeviceDefinition", 
                "greengrass:UpdateFunctionDefinition", 
                "greengrass:UpdateGroup", 
                "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration", 
                "greengrass:UpdateLoggerDefinition", 
                "greengrass:UpdateSubscriptionDefinition" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensLambdaAdminFunctionAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:ListFunctions", 
                "lambda:ListVersionsByFunction", 
                "lambda:PublishVersion", 
                "lambda:UpdateFunctionCode", 
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                "lambda:UpdateFunctionConfiguration" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:deeplens*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensSageMakerAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sagemaker:CreateTrainingJob", 
                "sagemaker:DescribeTrainingJob", 
                "sagemaker:StopTrainingJob" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sagemaker:*:*:training-job/deeplens_*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensAcuityStreamAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "acuity:CreateStream", 
                "acuity:DescribeStream", 
                "acuity:DeleteStream" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:acuity:*:*:stream/deeplens*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DeepLensAcuityEndpointAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "acuity:GetDataEndpoint" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

より詳細なアクセスは推奨されません。このデバイスには、通常、API コールではなく、コンソールから
アクセスできます。AWS DeepLens のパブリック API はありません。

ユーザーが自分のアクセス許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
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                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS DeepLens のアイデンティティとアクセスのト
ラブルシューティング
次の情報は、AWS DeepLens と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に
役立ちます。

トピック
• AWS DeepLens でアクションを実行する権限がない (p. 162)
• iam: iam: iam: iam: iam: iam: iPassRole (p. 162)

AWS DeepLens でアクションを実行する権限がない
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な DeepLens:GetWidget ア
クセス許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 DeepLens:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、DeepLens:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのアクセス
を許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam: iam: iam: iam: iam: iam: iPassRole
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
AWS DeepLens にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービスでは、新しいサービスロールやサービスにリンクされたロールを作成せずに、既
存のロールをサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡す許可が必要です。
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以下の例のエラーは、 marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して AWS DeepLens でアク
ションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービ
スロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありませ
ん。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

更新管理
AWS DeepLens は、利用可能なデバイスソフトウェアの更新を行います。ユーザーは、アップデートをデ
バイスにインストールするかどうかを決定します。これは、AWS DeepLens コンソールで行うことができ
ます。セキュリティパッチの場合、パッチのインストールが強制されます。

AWS DeepLens は、デバイスソフトウェアの更新を定期的にソフトウェアパッチまたは新機能として提供
します。イメージの再フラッシュを選択できます。

セキュリティコンプライアンス
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、「AWS コンプライアンスプロ
グラム」「」「」を参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
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ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。
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AWS DeepLensエンド・オブ・ライ
フ

2024年1月31日以降、AWS DeepLensAWS管理コンソールからアクセスしたり、AWS DeepLensデバイス
を管理したり、作成したプロジェクトにアクセスしたりできなくなります。

AWS DeepLensサポート終了に関するよくある質問
次のセクションを参照して、AWS DeepLens終末期についてよくある質問とそれに対する回答を入力しま
す。

Q: サポート終了 (EOL) 日を過ぎると、AWS DeepLens私のリ
ソースはどうなりますか?
2024年1月31日以降、AWS DeepLensモデル、プロジェクト、AWS DeepLensおよびデバイス情報への参
照はすべてサービスから削除されます。AWS DeepLensAWSコンソールからサービスを検出したりアクセ
スしたりできなくなり、AWS DeepLens API を呼び出すアプリケーションは動作しなくなります。

Q:AWS DeepLens サポート終了日以降もアカウントに残ってい
るリソースに対して請求されますか?
Amazon S3 バケットAWS DeepLens、AWS Lambda機能、AWS IoTモノ、AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールなどによって作成されたリソースは、2024 年 1 月 31 日以降もそれぞれのサー
ビスに存在します。AWS DeepLensサポートが終了した後に請求されないようにするには、以下の手順を
すべて実行してこれらのリソースを削除してください (p. 168)。

Q:AWS DeepLens リソースを削除する方法
AWS DeepLensが使用しているリソースを削除し、AWS DeepLensデバイスを工場出荷時の設定に戻す方
法については、を参照してくださいthe section called “AWS DeepLensデバイスリソースを削除する”。

Q: サポート終了 (EOL)AWS DeepLens 日以降にプロジェクトを
展開できますか?
AWS DeepLensプロジェクトは 2024 年 1 月 31 日までデプロイできます。その日以降は、AWS 
DeepLensコンソールや API にアクセスできなくなり、API を呼び出すアプリケーションは動作しなくなり
ます。AWS DeepLens

Q:AWS DeepLens 私のデバイスは引き続きセキュリティアップ
デートを受け取りますか?
AWS DeepLens2024 年 1 月 31 日以降は更新されません。AWS DeepLensデバイスにデプロイされたアプ
リケーションの中には、サポート終了後も実行され続けるものもありますが、AWSAWS DeepLensソフト
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ウェアまたはハードウェアに起因する問題に関連する救済策は提供されておらず、またその責任を負いま
せん。

Q: 引き続きAWS AI/ML の実践的な経験を積むにはどうすればい
いですか?
他のハンズオン機械学習ツールを試してみることをお勧めします。AWS DeepRacerでは、クラウドベー
スの 3D レーシングシミュレーターを使用して、1/18 スケールの自律型レースカー用の強化学習モデルを
作成できます。Amazon SageMaker Studio Lab では、セットアップ不要の無料開発環境で学び、実験でき
ます。Amazon Rekognition で画像や動画の分析を自動化したり、AWS Panoramaエッジでのコンピュー
タービジョンを利用して業務を改善したりできます。

Q:AWS DeepLens デバイスはどうしたらいいですか?
AmazonAWS DeepLens リサイクルプログラムを通じてデバイスをリサイクルすることをお勧めします。
配送とリサイクルに関連する費用はAmazonが負担します。

AWS DeepLensデバイスリソースを削除する
以下のセクションでは、Secure Shell (SSH)AWS DeepLens プロトコルを使用してデバイスからモデ
ルをエクスポートするプロセス、で使用されている残りのクラウドリソースを削除するプロセスAWS 
DeepLens、AWS DeepLensおよびデバイスを工場出荷時の設定に戻す方法について説明します。

• SSHAWS DeepLens ターミナル経由でデバイスにアクセスする  (p. 166)
• AWS DeepLensデバイスからモデルアーティファクトを取得  (p. 167)
• AWS DeepLensデバイスからモデルアーティファクトを削除する  (p. 167)
• AWS DeepLensデバイスからユーザーログを削除する  (p. 167)
• を使用してデプロイされた Lambda 関数を削除します。AWS IoT Greengrass (p. 168)
• AWS DeepLensデバイスからモデルアーティファクトを削除する  (p. 167)

SSHAWS DeepLens ターミナル経由でデバイスにアクセスする

SSH ターミナルを使用してデバイスにアクセスする前に、AWS DeepLensデバイスの SSH サーバーを
オンにする必要があります。このプロセスは、AWS DeepLensハードウェアのバージョンごとに異な
ります。ハードウェアバージョンはデバイスの底面に印刷されています。デバイスのバージョン1.1に
は、AWS DeepLensデバイスの底面にV1.1のマークが付いています。デバイスに V1.1 のマークが付いて
いない場合は、AWS DeepLens V1 です。

• AWS DeepLensデバイス V1 の SSH サーバのステータスを確認するには、を参照してくださいAWS 
DeepLens デバイスのセットアップ (p. 28)。

• AWS DeepLensデバイス V1.1 の SSH サーバのステータスを確認するには、を参照してくださいの閲覧
または更新AWS DeepLens2019 (v1.1) デバイスの設定 (p. 19)。

AWS DeepLensデバイスの SSH サーバーがオンになっていることを確認したら、SSH セッションを開始
するためにデバイスの IP アドレスが必要です。AWS DeepLensAWS DeepLensコンソールからデバイス
の IP アドレスを取得するには、次の操作を行います。

1. AWSコンソールにログインし、に移動しますAWS DeepLens。
2. メインのナビゲーションペインで、[デバイス] を選択します。
3. デバイスリストから AWS DeepLens デバイスを選択し、デバイス情報ページを開きます。
4. [Device details (デバイス詳細)] セクションで、選択した AWS DeepLens デバイスのローカル IP アド

レスをコピーします。
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AWS DeepLensデバイスからモデルアーティファクトを取得

1. USBAWS DeepLens ケーブルを使用してデバイスをコンピュータConnect。
2. AWS DeepLensデバイスとコンピューターが同じネットワーク上にあることを確認します。
3. ターミナルを起動し、次の SSH コマンドを入力し、your_device_ip SSHAWS DeepLens ターミ

ナル経由でデバイスにアクセスする  (p. 166) をセクションからコピーした IP アドレスに置き換えま
す。

ssh aws_cam@your_device_ip

4. 次のコマンドを使用してアーティファクトフォルダに移動し、その内容を一覧表示します。

cd /opt/awscam/artifacts && ls

5. SSH セッションを終了します。
6. AWS DeepLensアーティファクトフォルダをデバイスからコンピュータにコピーするには、ターミナ

ルを起動して次のコマンドを入力します。

scp -r aws_cam@your_device_ip:/opt/awscam/artifacts/ ./artifacts/

7. プロンプトが表示されたら、AWS DeepLensデバイスのパスワードを入力します。
8. コピー操作が終了するまで待ちます。

AWS DeepLensデバイスからモデルアーティファクトを削除する

1. ターミナルを起動し、次の SSH コマンドを入力します。

ssh aws_cam@your_device_ip

2. 次のコマンドを入力します。

sudo su

3. プロンプトが表示されたら、AWS DeepLensデバイスのパスワードを入力します。
4. モデルアーティファクトを削除します。

rm /opt/awscam/artifacts/*

AWS DeepLensデバイスからユーザーログを削除する

1. ターミナルを起動し、次の SSH コマンドを入力します。

ssh aws_cam@your_device_ip

2. 次のコマンドを入力します。

sudo su

3. プロンプトが表示されたら、AWS DeepLensデバイスのパスワードを入力します。
4. ユーザーログを削除します。

rm ‐r /opt/awscam/greengrass/ggc/var/log/user
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を使用してデプロイされた Lambda 関数を削除します。AWS IoT Greengrass

1. ターミナルを起動し、次の SSH コマンドを入力します。

ssh aws_cam@your_device_ip

2. ユーザーログを削除します。

rm /opt/awscam/greengrass/ggc/deployment/lambda/*

AWS DeepLensクラウドリソースを削除する
AWS DeepLensデバイスを登録してコンソールを使用すると、AWS DeepLensサービスはモデル、プロ
ジェクト、デバイスに加えて、AWSアカウントに複数のリソースを作成します。これらのリソースに
は、Amazon S3AWS Lambda バケットや機能、AWS IoTモノや IAM ロールが含まれます。

次のセクションでは、AWS DeepLens残りのクラウドリソースを削除します。

• AWS DeepLensコンソールからモデルエントリを削除する  (p. 168)
• AWS DeepLensコンソールからプロジェクトを削除する  (p. 168)
• AWS DeepLensデバイスの登録解除  (p. 168)
• AWS DeepLensS3 バケットの削除  (p. 169)
• AWS DeepLensIoT リソースを削除する  (p. 169)
• AWS DeepLensLambda 関数を削除します。 (p. 169)
• AWS DeepLensIAM ロールの削除  (p. 170)

AWS DeepLensコンソールからモデルエントリを削除する

1. AWS Management Console にサインインして、AWS DeepLens で https://console.aws.amazon.com/ 
deeplens/ コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Models (モデル) ] を選択します。
3. 削除するモデルを選択し、[Delete (削除)] を選択します。
4. 削除するモデルエントリごとに手順 3 を繰り返します。

AWS DeepLensコンソールからプロジェクトを削除する

1. AWS Management Console にサインインして、AWS DeepLens で https://console.aws.amazon.com/ 
deeplens/ コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Projects]  (プロジェクト)を選択します。
3. 削除するプロジェクトを選択します。
4. [Actions] (アクション) として、[Delete] (削除) を選択します。
5. 削除するプロジェクトごとに、手順 3 と 4 を繰り返します。

AWS DeepLensデバイスの登録解除

1. AWS Management Console にサインインして、AWS DeepLens で https://console.aws.amazon.com/ 
deeplens/ コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、[デバイス] を選択し、登録を解除します。
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3. 選択したデバイスのページで、[Current project (現在のプロジェクト)] の横にある [Remove current 
project from device (デバイスから現在のプロジェクトを削除)] を選択します。

4. プロンプトが表示されたら、[Yes (はい)] を選択して確定します。
5. [Device Settings (デバイスの設定)] の横にある [Deregister (登録解除)] を選択します。
6. プロンプトが表示されたら、[Deregister (登録解除)] を選択して確定します。
7. これで AWS DeepLens が登録解除されます。AWS DeepLensデバイスリストのすべてのデバイスに

ついて、上記の各手順を繰り返します。

AWS DeepLensS3 バケットの削除

1. AWS Management Consoleにサインインし、で Amazon S3 コンソールを開きますhttps:// 
console.aws.amazon.com/s3/。

2. バケットリストの検索バーに「」と入力するとdeeplens-*、AWS DeepLens S3 バケットのみが表
示されます。

3. 削除するバケットの名前の横にあるオプションを選択してから、ページの上部にある [Delete (削除)] 
を選択します。

Note

バケットにオブジェクトが含まれている場合は、[This bucket is not empty (このバケットは
空ではありません)] というエラーアラートの [バケットを空にする設定] リンクを選択し、[バ
ケットを空にする] ページの指示に従って、バケットを空にしてから削除します。次に、[バ
ケットを削除する] ページに戻り、バケットを削除します。

AWS DeepLensIoT リソースを削除する

1. AWS Management Console にサインインして、AWS IoT で https://console.aws.amazon.com/iot/ コン
ソールを開きます。

2. AWS IoTアイテムを削除するには:

a. ナビゲーションペインで [管理] を選択します。
b. 「すべてのデバイス」から「Things」を選択します。
c. Things リストの検索バーに「Things」と入力すると、deeplensAWS DeepLens Things のみが

表示されます。
d. AWS IoT削除するすべての項目のチェックボックスをオンにして、ページの上部にある [Delete 

(削除)] を選択します。
3. AWS IoT Greengrassリソースを削除するには:

a. AWS Management Console にサインインして、AWS IoT で https://console.aws.amazon.com/iot/
コンソールを開きます。

b. ナビゲーションペインで [管理] を選択します。
c. Greengrass デバイスから、グループ (V1) を選択します。
d. Greengrass グループリストの検索バーに、「AWS DeepLensグループのみを表示」と入力しま

すdeeplens。
e. AWS IoT Greengrass削除するグループの横にあるチェックボックスをオンにして、ページの上部

にある [Delete (削除)] を選択します。

AWS DeepLensLambda 関数を削除します。

1. AWS Management Consoleにサインインして、AWS Lambda console を開きます (https:// 
console.aws.amazon.com/lambda/)。

2. ナビゲーションペインで、[Functions] (関数) を選択します。

169

https://console.aws.amazon.com/s3/
https://console.aws.amazon.com/s3/
https://console.aws.amazon.com/iot/
https://console.aws.amazon.com/iot/
https://console.aws.amazon.com/lambda/
https://console.aws.amazon.com/lambda/


AWS DeepLens デベロッパーガイド
AWS DeepLensデバイストラブルシューティング 

3. 関数リストの検索バーに「」と入力するとdeeplens、AWS DeepLens Lambda 関数のみが表示され
ます。

4. 削除する Lambda 関数の横にあるチェックボックスをオンにして、ページの上部にある [Delete (削
除)] を選択します。

AWS DeepLensIAM ロールの削除

1. AWSマネジメントコンソールにサインインし、次の IAM コンソールを開きます。https:// 
console.aws.amazon.com/iam/

2. ナビゲーションペインで [ロール] を選択します。
3. ロールリストの検索バーに、と入力するとdeeplens、AWS DeepLensフィルタリングされたロール

のリストが表示されます。
4. 削除するロール名の横にあるチェックボックスをオンにして、ページの上部にある [Delete (削除)] を

選択します。

AWS DeepLensデバイストラブルシューティング
デバイスで問題が発生した場合は、次の追加リソースを参照してください。

• AWS DeepLensトラブルシューティング (p. 112)
• AWS DeepLensフォーラム。
• AWS DeepLens のよくある質問

追加のサポートが必要な場合は、awsdeeplens@amazon.com までご連絡ください。
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AWS DeepLens のドキュメント履歴
• API バージョン: 2017-08-31

次の表は、AWS DeepLens 開発者ガイドのドキュメントに関する追加と変更を示しています。

変更 説明 日付

AWS DeepLens 2019 Edition 
(v1.1) のリリース (p. 171)

デバイス登録のエクスペリエン
スを強化し、のサポートを追加し
ました SageMaker 自動推論最適
化用のNeo。詳細については、次
を参照してください。登録AWS 
DeepLens2019 Edition (v1.1) 
デバイスそして使用アイテム 
SageMaker Neo を使用したでの
推論の最適化AWS DeepLens。

2019 年 7 月 10 日

鳥類分類サンプルプロジェク
ト (p. 171)

AWS DeepLens プロジェクトテ
ンプレートに鳥類分類を追加しま
す。詳細については、鳥類分類の
サンプルプロジェクトを参照して
ください。

2019 年 4 月 8 日

で作成されたモデルのSupport 
TensorFlow とカフェ (p. 171)

ADD TensorFlow Caffe はモデリ
ングフレームワークとしてサポー
トされています。詳細について
は、「」を参照してください。サ
ポート対象 TensorFlow モデルと
レイヤーそしてサポートされてい
る Caffe モデルとレイヤー。

2018 年 6 月 14 日

IAM ロール作成の簡素
化 (p. 171)

AWS DeepLens コンソールで
ボタンを 1 回クリックするだけ
で、AWS DeepLens アプリプロ
ジェクトを実行するために必要
な IAM ロールを作成できるよう
にします。詳細については、「デ
バイスの登録」を参照してくださ
い。

2018 年 6 月 14 日

セキュアブート (p. 171) 安全な起動を追加します。AWS 
DeepLens デバイスは安全に起動
し、承認されていないオペレー
ティングシステムのインストー
ルを防ぎます。詳細については、
「デバイスの安全な起動」を参照
してください。

2018 年 6 月 14 日

Amazon Kinesis Video Streams 
との統合 (p. 171)

AWS DeepLens ビデオライブラ
リに Kinesis Video Streams を使
用して、AWS DeepLens デバイ
スからのビデオフィードを指定さ
れた期間 Kinesis Video Streams 
に送信します。フィードは、追

2018 年 6 月 14 日
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加のビジョン分析の入力、または
コンピュータビジョンのディープ
ラーニングモデルのトレーニング
データとして使用できます。詳細
については、「AWS DeepLens 
Kinesis ビデオ統合ライブラリモ
ジュール」を参照してください。

デバイス出力ストリームをブラ
ウザで表示する機能 (p. 171)

ブラウザを使用して、未処理の
デバイスストリーム、または処理
済みのプロジェクトストリームを
表示するサポートを追加します。
詳細については、「ブラウザで 
AWS DeepLens デバイス出力を
表示する」を参照してください。

2018 年 6 月 14 日

名前付きデバイスセットアップ 
URL (p. 171)

AWS DeepLens デバイスセット
アップアプリに URL http://
deeplens.config からアクセ
スできます。詳細については、
「デバイスのセットアップ」を参
照してください。

2018 年 5 月 5 日

トラブルシューティングガイ
ド (p. 171)

AWS DeepLens の一般的な問題
のトラブルシューティングに関す
るよくある質問と回答を一覧表示
します。詳細については、トラブ
ルシューティングガイドを参照し
てください。

2018 年 5 月 3 日

グルーオンサポート (p. 171) Gluon モデルのサポートを追加し
ます。詳細については、「Gluon 
API によって公開された、サポー
トされている MXNet モデル」を
参照してください。

2018 年 3 月 13 日

からインポートする 
SageMaker (p. 171)

でトレーニングしたモデルのイン
ポートプロセスを簡素化します 
SageMaker。詳細については、
次を参照してください。のイン
ポート SageMaker-トレーニング
モデル。

2018 年 2 月 22 日

モデル最適化 (p. 171) カスタムモデルを最適化するため
のサポートが追加され、モデルは 
CPU の代わりに GPU で実行さ
れます。詳細については、「カス
タムモデルの最適化」および「モ
デル最適化 (mo) モジュール」を
参照してください。

2018 年 1 月 31 日
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AWS DeepLens デベロッパーガ
イド (p. 171)

MXNet を含む、一般的なディー
プラーニングフレームワークで
トレーニングされた推論モデル
と AWS DeepLens を使用して、
エッジ最適化されたコンピュータ
ビジョンアプリケーションを構築
するためのプログラマーガイドの
初版リリースです。

2017 年 11 月 29 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。

174

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/glos-chap.html


AWS DeepLens デベロッパーガイド

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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