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深層学習システムのミューテーションテスト

馬 雷 謝 超 劉 楊 趙 建軍

深層学習のロジックは, 訓練データによって形成される. 深層学習モデルを評価する方法は, テストデータセットのパフ

ォーマンスを調べることである. 従って, テストデータセットの品質はに非常に重要である. ミューテーションテストは, ソフ

トウェアテストでテストスイートの品質を評価する技術である. しかし, 伝統的なミューテーションテスト技術を直接に深層

学習システムに適用することができない. 本研究では, 深層学習システムに対して特化するミューテーションテストフレー

ムワークを提案する. まず, 伝統的なミューテーションテストと似ているソースレベルのミューテーションテストを提案する.

次に, 訓練完了した深層学習モデル上で直接にテストするモデルレベルのミューテーションテストオペレータを設計する.

更に, 提案されたミューテーションテスト技術の有効性を検証するために, 深層学習モデルを有する2つの公開データセ

ットMNISTとCIFAR-10を用いて実証される.

The internal system logic of deep learning (DL) is largely shaped by the training data. The standard way of
evaluating DL models is to examine their performance on a test data set. The quality of the test data set is of great
importance to gain confidence of the trained models. In traditional software testing, mutation testing is a well-
established technique for quality evaluation of test suites, which analyzes to what extent a test suite detects the injected
faults. However, due to the fundamental difference of traditional software and deep learning-based software, traditional
mutation testing techniques cannot be directly applied to DL systems. In this paper, we propose a mutation testing
framework specialized for DL systems, to facilitate quality measurement and weakness analysis of test data. We first
define a set of source-level mutation operators to inject faults to the source of DL. Then we further design a set of
model-level mutation operators that directly inject faults toDLmodels without a training process. The usefulness of the
proposed mutation testing techniques is demonstrated on two public data sets, MNIST and CIFAR-10, with three DL
models.

1 背景

過去数十年間, 自律運転車[1], ロボット[2], ゲ

ーム[3], ビデオ監視[4]など, 深層学習（DL）は多く

の分野で大きな成功を収めてきた. しかし, DLに関

連する最近の壊滅的な事故（例えば, テスラ/ウバ

ーの自律運転車の事故）ので, DLシステムの堅牢

性および安全性が重要になる. テストデータの品質

はDLシステムの堅牢性と一般性を示している. DL

システムの独自の特性のために, テストデータの品

質評価は特に重要である.
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伝統的なソフトウェアで, ミューテーションテストは,

システムの品質を評価し, テストデータの弱点を突

き止める最も重要な技術の1つである. ミューテーシ

ョンテストの重要な手順は, 被験ソフトウェア（SUT）

に潜在的な欠陥を導入してSUT [5], [6]の改変バ

ージョン（すなわちミュータント）を作成するミューテ

ーション演算子を設計することである. ミューテー

ションテストは, ミュータントおよび対応する元の

SUTの違いを, テストセットがどの程度検出できるか

を調べることによって, 試験の質を測定する.

DLシステムは, ネットワークの接続重みだけでな

く, ディープニューラルネットワーク（DNN）の構造

によってほとんど決定される. したがって, DLシス

テムのミューテーションテストの合理的なアプローチ

は, ミューテーション演算子を設計して, 潜在的な

欠 陥 を 訓 練 デ ー タ ま た は DNN 訓 練 プ ロ グ



図１ ソースレベルのミューテーションテストのワークフロー

ラムに注入することである. 障害が注入された後, ミ

ューテーションした訓練データまたは訓練プログラム

を使用し, 対応するミューテーションDLモデルを生

成するために, 訓練プロセスが再実行される. ミュ

ーテーションしたDLモデルが得られた後, テストセ

ットT使用して分析される. 伝統的なソフトウェア[6]

のミューテーションテストと同様に, 元のDL系および

突然変異体のより多くの行動の差異をTによって検

出することができ, より高いTの品質が示される.

我々は, DLシステムに特化したミューテーション

テストのフレームワークを提案する. まず, 訓練デー

タと訓練プログラムを直接操作する8つのソースレベ

ルミューテーション演算子を設計する. 設計意図は,

潜在的な欠陥をDLプログラミングソースに導入する

ことであり, これは訓練データを収集し, 訓練プログ

ラムを実装するプロセスで潜在的に発生する可能性

がある. ソースレベルのミューテーションテストは数

分, 数時間, さらに長くかかる. したがって, 我々

は8つのモデルレベルミューテーション演算子を設

計し, 訓練完了したDLモデルを直接にミューテー

ションさせる.

我々は, MNISTとCIFAR-10という2つの広く使用

されているデータセットと, 多様な構造と複雑さを持

つ3つの一般的なDLモデルについて, 提案されたミ

ューテーションテスト技術の詳細な評価を行った.

評価結果は, 最終的にDLシステムのロバスト性向

上を促進する高品質のテストデータセットを設計し構

築するための有望な測定として, 提案された技術が

有用であることを示している.

2 DLシステムのソースレベルミューテーション

テスト
このセクションでは, DLシステムのためのソースレ

ベルのミューテーションテスト技術を提案する.

我々は, DLシステムのための一般的なミューテーシ

ョンテストのワークフローを設計する. さらに, 定量

表１ ソースレベルのミューテーション演算子

的測定および評価のためのミューテーションテスト測

定基準を定義する.

2. 1 ソースレベルのミューテーションテストのワーク

フロー

図1は, ソースレベルのミューテーションテストのワ

ークフローを示している. まず, DL開発者が訓練

プログラムPおよび訓練データDを準備する. 訓練

プロセスの後, DLモデルMが得られる. ミューテー

ションテストが開始されると, 元の訓練データDおよ

びプログラムPは, ミューテーション演算子（表1に定

義される）を適用することによってわずかに変更され,

対応するミュータント jD および jP が生成される.

次のステップでは, 訓練データのミュータントまたは

訓練プログラムのミュータントいずれかが, ミューテ

ーションしたDLモデル jM を生成するために訓練プ

ロセスに参加する. ミューテーションしたDLモデル

が得られると, フィルタリングされたテストセット jT

を利用し, テストデータの品質を評価する.

2. 2 ソースレベルのミューテーション演算子

我々はミューテーション演算子の2つのグループ,

すなわちデータミューテーション演算子とプログラム

ミューテーション演算子を提案する（表1参照）.

2. 2. 1 データミューテーション演算子

データミューテーション演算子は, データ収集プ

ロセス中に発生する可能性のある問題の観察に基

づいて設計される.

Data Repetition (DR): DR演算子は訓練データ

の一部を複製する.

Label Error (LE): LE演算子はデータのラベル

を変更する.

Data Missing (DM): DM演算子は訓練データの

一部を削除する.

Data Shuffle (DF): DF演算子は, 訓練プロセス

の前に訓練データをさまざまな順序にシャッフルす

る. DF演算子は, データ順序に関連するこのような

問題をシミュレートしようとする.



図2 モデルレベルのミューテーションテストのワークフロー

Noise Perturbation (NP): NP演算子は訓練デー

タにノイズをランダムに追加する.

2. 2. 2 プログラムミューテーション演算子

DL訓練プログラムの特性を考慮して, 潜在的な

障害を注入するために以下の演算子を設計する.

Layer Removal (LR): LR演算子は, 削除された

レイヤーの入出力構造が同じであるという条件で,

DNNのレイヤーをランダムに削除する.

Layer Addition (LR): LR演算子とは対照的に,

演算子はDNN構造体にレイヤーを追加する.

Activation Function Missing (AFM): 演算子は,

レイヤのすべてのアクティベーション機能をランダム

に削除する.

表2 モデルレベルのミューテーション演算子

2. 3 DLシステムのミューテーションテスト測定基準

本文ではk分類問題があり, kccC ,...,1 は入

力データのすべてのk個のクラスである. テストデー

タ点
'' Tt  について, （1）

't が元のDLモデルM

によって正確に ic に分類され, （2）
't が以下の条

件を満たす場合,
't はミュータント

'' Mm  の ic

を殺すと言う.
'm によって ic として分類される.

以下のように, DLシステムのミューテーションスコア

を定義する. ここで, KilledClasses（ 'T ,
'm ）は,

'T におけるテストデータによって殺された
'm のク

ラスの集合である.

また, 各ミューテーションモデル
'' Mm  に対

する
'T の平均誤差率（AER）を定義し, すべての

ミューテーション演算子によってもたらされる全体的

な影響を測定する.

3 DLシステムのモデルレベルミューテーション

テスト
セクション2では, ソースレベルのミューテーショ

ンテストのワークフローと演算子を定義した. ミュー

テーションテストを効率的に改善するために, DLシ

ステムのモデルレベルのミューテーションテストを提

案する.

3. 1 モデルレベルのミューテーションテストのワー

クフロー

図2は, DLモデルレベルのミューテーションテス

トのワークフローを示している. モデルレベルのミュ

ーテーションテストは, 分析のためにセクション2. 3

で定義したのと同じミューテーション測定基準を採

用する.

3. 2 モデルレベルのミューテーション演算子

表2は, 提案されたモデルレベルのミューテーシ

ョン演算子を要約したものであり, 演算子の適用範

囲に関して重みレベルから層レベルに及ぶ.

Gaussian Fuzzing (GF): GF演算子は, ガウス分

布X（w, 2 ）に従い, 与えられた重み値wを変化さ

せる. σはユーザが設定可能な標準偏差パラメー

タである. GF演算子は, ウェイトをその近くの値域

にあいまいにするが（すなわち, ファジー化された

値は, 99. 7％の確率で[w-3σ, w +3σ]に位置す

る）, ウェイトを小さなチャンスでより大きな距離に変

更することもできる.

Weight Shuffling (WS): WS演算子は, ニューロ

ンをランダムに選択し, 前の層との接続の重みをシ

ャッフルする.

Neuron Effect Blocking (NEB): NEB演算子は,

次のレイヤの接続ニューロンのすべてからのニュー

ロン効果をブロックする. これは, 次のレイヤの接



表３ 選んだDNNの構造と複雑さ, および元のデータセッ

トと訓練プログラムの訓練を通して得られた予測精度

続重みをゼロにリセットすることで実現できる.

Neuron Activation Inverse (NAI): 活性化関数

は, DNNの非線形動作の作成に重要な役割を果

たす. NAI演算子は, ニューロンの活性化状態を

反転しようとします. これは, その活性化関数を適

用する前にニューロンの出力値の符号を変更する

ことによって達成できる.

Neuron Switch (NS): DNN層のニューロンは,

次の層の連結ニューロンに異なる影響を与える.

NS演算子は, 1つのレイヤ内の2つのニューロンを

切り替えて, 次のレイヤの役割と影響を交換する.

Layer Deactivation (LD): LD演算子は, レイヤ

ーレベルのミューテーション演算子で, DNNから削

除されたかのようにレイヤーの変換効果全体を削除

する. ただし, 訓練されたDLモデルからレイヤーを

削除すると, モデル構造が破損する可能性がある.

我々は, 訓練可能なパラメータなしで入力と出力の

形状が一致しているレイヤ（例えば, Maxpooling と

Regularization）に対してのみ, LD演算子を使用す

る.

Layer Addition ( mLA ): mLA 演算子は, ネット

ワークにレイヤーを追加することによって, LD演算

子の反対の効果を出そうとする. LD演算子と同様

に, mLA 演算子は, 層の入力と出力の形状が一

致することも必要とする.

Activation Function Removal ( mAFR ): mAFR

演算子は, レイヤ全体の活性化関数の影響を除去

する.

4 評価
我々は, 高性能コンピュータクラスタ上で実験を

実行する. 各クラスタノードは, 18コア2. 3GHz

Xeon 64ビットCPUと196 GB RAMを搭載したLinux

カーネル3.10.0と24G搭載のNVIDIA Tesla M40

GPUを搭載したGNU / Linuxシステムを実行する.

それに, Tensorflow（ver.1.5.0）バックエンド[7]を

表４ 制御された実験データ準備設定

用いてKeras（ver. 2. 1. 3）[8]に基づいて提案された

むDLミューテーションテストのフレームワーク：

DeepMutationを実装した. ソースレベルのミューテ

ーションテスト技術はPythonによって実装される.

我々は, 2つの一般的に利用可能なデータセッ

トMNIST [37]およびCIFAR-10 [10]を評価対象とし

て選択する. MNISTは, 60,000の訓練データポイ

ント（すなわち, 画像データ）および10,000のテスト

を含む, 手書き数字画像認識用である10個のクラ

ス（0〜9の数字）に合計70,000個のデータポイント

がある. CIFAR-10データセットは, 50,000の訓練

データおよび10の異なるクラス（例えば, 飛行機,

自動車, 鳥, および猫）の10,000個のテストデータ

を含む汎用画像分類のための画像の集合である.

各データセットについて, 広く使用されている一

般的なDLモデル[11], [12], [13]を使う. 表3は,

選んだDNNの構造と複雑さ, および元のデータセ

ットと訓練プログラムの訓練を通して得られた予測

精度を要約したものである.

4. 1 テストデータの準備

ミューテーションテストの第一段階は, 評価のた

めに試験データを準備することである. 我々は2つ

のデータ設定について制御された実験を行った

（表4参照）. 1つのサンプルを元の訓練データか

ら5, 000サンプルをサンプリングし, 同時に2つのサ

ンプリングされたサンプルデータを伴ったテストデ

ータから1, 000サンプルを設定する. 両方とも対応

するデータセットの約10％を占める. 各設定には,

1T がすべてのクラスから均一にサンプリングされ,

2T が不均一にサンプリングされるデータセット（ 1T ,

2T ）のペアがある. サンプリング中のランダム効果

に対処するため, 各設定のデータサンプリングを5

回繰り返す. これにより , 各設定（すなわち

121 T,T ）（ , 221 T,T ）（ , . . . , 521 T,T ）（ ）に対し

て5対のデータを得ることができる. 生成されたDL

ミュータントモデルで各対のデータが評価され, ミ

ューテーションテストの分析結果が平均化される.

候補データがミューテーションテストのために準備

された後, 対応する元のDLモデルのそれぞれで



表５ DL変異体モデルにおける制御された実験データの

平均エラー率. サンプリング方法とデータサイズが同じに

なるように制御し, データ選択範囲を変数にする

実行されて, それらの失敗したケースを除外し, 渡

されたデータのみがさらなるミューテーション解析に

使用される. この手順では, 合計30個（= 2設定* 3

モデル* 5反復）の候補データセットのペアが生成さ

れ, 3つのDLモデル分析のためのデータセットの

10個の対（すなわち, 各設定に対して5個）を有す

る.

4. 2 ミュータントモデルの生成

ソースレベルDLミューテーションモデルを作成す

るために, データレベルミューテーション演算子を

構成して, 元の訓練データの1％を自動的に突然

変異させ, 各プログラムレベルミューテーション演

算子を訓練プログラムに適用する（表１参照）. 各

データレベルミューテーション演算子について20個

のDLミュータントを生成する（すなわち, グローバ

ルレベルで10, ローカルレベルで10）.

4. 3 ミューテーションテストの評価と結果

まず, 各データセットについてミューテーションス

コアおよび平均エラー率（AER）を計算する. 表5は,

すべてのDLミュータントモデル上の各制御データ

セットについて得られたAERを示す. ほとんどの

AERは比較的小さいことがわかります. これは, 得

られたDLミュータントモデルが実際にDLモデルに

欠陥を注入することを可能にすることを意味する.

図３および図４に示されるように, 各設定（表４参

照）の平均ミューテーションスコアも, 制御されたデ

ータ対のすべての設定について計算され, より高

いミューテーションスコアが均一なサンプリング法に

よって得られ, データ品質をテストする. ミューテー

ションモデルの欠損を検出するデータの割合を測

定するAERのほかに, ミューテーションスコアは,

試験データがミューテーションモデルを試験ユース

ケース多様性の観点からどの程度うまくカバーして

いるかを測定する. 次のセクションで示すように, ミ

ューテーションスコアは必ずしもAERと正の相関を

示すわけではない.

同じデータセットで実施された場合, ソースレベ

ルミューテーションテストおよびモデルレベルミュー

テーションテストは, いくつかの異なる挙動を示す.

図３ ソースレベルミューテーションテストの平均ミュー

テーションスコア

図４ モデルレベルミューテーションテストの平均ミューテ

ーションスコア

ソースレベルでは, 訓練データの1％を変更する

ように設定しています. モデルレベルでは, 重み

およびニューロンレベルのミューテータに対して同

じ比率（すなわち, 1％）を使用する. ソースレベル

およびモデルレベルミューテーションテストによるミ

ュータントモデルは, 異なる挙動を示す. 例えば,

図３（a）および図4（a）の同じデータ対の設定を比較

すると, ソースレベルミューテーションテストはモデ

ルAについてより低いミューテーションスコアを得る

が, モデルBではより高いミューテーションスコアを

得る. これは, 同じ1％ミューテーション率が, ソー

スレベルおよびモデルレベルミューテーションテスト

手順によって異なるDLミュータントモデル効果をも

たらすことを意味する.

図3および図4の両方において, ミューテーション

スコアは多くの場合に依然として低いことが観察さ

れる. それは, 対応する評価された試験が低次元

であり, 高次元空間において理解可能であることを

示している. テストデータの高性能にもかかわらず,

DLが多くの既存の敵対的技術によって容易に攻

撃される可能性があるという事実[14]も, 我々の発

見を裏付ける.



5 まとめ
本文では, DLシステムのミューテーションテスト

技術の有用性について検討する. ミューテーショ

ンテストのフレームワークDeepMutationを実施し, 3

つのDLモデルを有する2つの一般的なデータセット

MNISTおよびCIFAR-10にその有用性を実証する.

ミューテーションテストは, 伝統的なソフトウェア

におけるテストデータ品質評価のための確立された

技術であり, 多くの応用分野に広く適用されている.

ミューテーションテストは, DL開発者がより高品質

の試験データを生成するのを容易にする有望な技

術であると我々は考えている. 高品質のテストデー

タは, DLシステムの深い理解と構築のために, より

包括的なフィードバックとガイダンスを提供します.

この論文では, 深い学習システムのミューテーショ

ンテストの潜在的有用性を実証するための初期の

探索的試みを行っている. 今後の研究では, DLシ

ステムの多様な側面をカバーする先進的なミューテ

ーション演算子を提案し, ミューテーション演算子

の関係を調べるために, 我々は, DLシステムのた

めの新しいミューテーションテスト誘導自動試験,

攻撃および防御, ならびに修復技術についても調

査する予定である.
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