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Virtual Box と Extension Pack のダウンロード

https://www.virtualbox.org/ から Virtual Box 6.1 をダウンロード

① ここをクリック ② 該当するOSのファイルを選択して
Virtual Box本体をダウンロード

③ Extension Pack をダウンロード
（OS によらず同⼀のファイル）

※ URLをクリックするとページに⾶びます
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Virtual Box と Extension Pack のインストール

ダウンロードした Virtual Box のファイルをダブルクリックでインストール開始
デフォルトの設定で OK なので，すべて「Next」をクリックして進む

※ Windows 版の場合，途中で「Warning: Network Interfaces」のメッセージが出ます．
「Yes」で進んで OK

※ Mac OS 版のの場合は特にメッセージは出ない

参考 URL
https://eng-entrance.com/virtualbox-install

Extension Pack は，ダウンロードしたファイルをダブルクリックでインストール
が開始されます．インストールが始まらない場合は，次ページを参照して下さい．
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【番外編】Extension Pack のインストール

Extension Pack のインストールが始まらない場合は，次の⽅法でインストール
> VirtualBox 起動
> [ファイル - 環境選定] ダイアログボックス表⽰
> [機能拡張]選択し，右側「＋」をクリック
> ダウンロードした Extention Pack を選択
> [インストール]ボタン押下
> ダイアログボックスを下までスクロール，[同意します]を押下
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xubuntu のダウンロード

Keras 版 YOLO を使うためには，
最新版の 20.04 ではなく18.04 をダウンロードして下さい．

本家（https://xubuntu.org）からではなくミラーサイトから取得します．
http://ubuntutym2.u-toyama.ac.jp/xubuntu/18.04/release/

ここをクリックして
xubuntu をダウンロード
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Virtual Box に仮想マシンを新規作成

※ 画像は Mac 版ですが，Windows 版でも同じです．

「新規」をクリック



6

仮想マシンの名前や種類を設定

名前と OS を設定します．
名前は「任意（今回は xubuntu18.04 とします）」，
タイプは「Linux」，
バージョンは「Ubuntu (64-bit)」

ここをクリック
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メモリサイズの設定

メモリサイズを設定します．4098 MB (4GB) あれば OK です．
緑⾊の領域に該当するメモリサイズを選んで下さい．

① スライダで調節しても，直接，値を⼊れても OK

② ここをクリック



① ここを選択

② ここをクリック
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ハードディスクの作成（１）

ハードディスクを作成します．
「仮想ハードディスクを作成する」を選択して下さい．



① ここを選択

② ここをクリック
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ハードディスクの作成（２）

ハードディスクのファイルタイプを選択します．
「VDI (VirtualBox Disk Image)」を選択して下さい．



① ここを選択 ② ここをクリック
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ハードディスクの作成（３）

物理ハードディスクにあるストレージの設定をします．
速度重視で「固定サイズ」を選択して下さい．作成には時間がかかります．



① ここに「30.00」もしくは「30」を⼊⼒
※ ⼩数点の⼊⼒にクセがあります.お気をつけ下さい

② ここをクリック

11

ハードディスクの作成（４）

ファイルの場所とサイズを設定をします．
少し余裕を⾒て「30GB」分を確保します．



① 新たな仮想マシンができる

② 「設定」をクリック
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追加の設定

さらに「設定」から，いくつかの追加設定を⾏います．
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ホスト ⇔ ゲスト間でコピペが出来るように設定

「⼀般」ー「⾼度」ー「クリップボードの共有」と「ドラッグ＆ドロップ」を
双⽅向に変更

①「⼀般」をクリック

②「⾼度」をクリック

③「双⽅向」に変更



①「システム」タブをクリック

②「マザーボード」タブをクリック
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CPU や マザーボードあたりのシステムを設定（１）

さらに「設定」から，いくつかの追加設定を⾏います．

③「フロッピー」のチェックを外して，
⽮印でフロッピーの起動順序を下げる．



② プロセッサー数を緑⾊の範囲（この例では１〜４）で設定する
※ ホスト側の CPU によりゲストに割り当てられる CPU の数が異なります

①「プロセッサー」タブをクリック

15

CPU や マザーボードあたりのシステムを設定（２）

さらに「設定」から，いくつかの追加設定を⾏います．



②「KVM」を選択

①「アクセラレーション」タブをクリック
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CPU や マザーボードあたりのシステムを設定（３）

さらに「設定」から，いくつかの追加設定を⾏います．



②「スクリーン」を選択

①「ディスプレイ」タブをクリック
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ディスプレイの設定

さらに「ディスプレイ」を設定します．

③ スライダで「128MB」に調整

④ チェックを⼊れる



③ ここの CD マークをクリック

②「コントローラ︓IDE」の CD マークをクリックして，
選択状態にする

④ xubuntu を選択
※ 無い場合は，「ディスクファイルを選択」から

ダウンロードした iso ファイルを選択して下さい

18

ダウンロードした xubuntu を CD ドライブに装着

①「ストレージ」タブをクリック



①「xubuntu-18.04...」になっていることを確認

② OK を押下

設定完了︕Virtual Box に xubuntu をインストールへ進もう
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以上で，取り敢えずの設定は終了です．右下の「OK」を押します．
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仮想マシンを起動して，xubuntu をインストール

① 作成した仮想マシンが複数ある場合は，クリックで選択する

② クリックで「起動」する
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【注意】こんな画⾯が出るかもしれません

① xubuntu を選んで

② 起動を押下
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xubuntu をインストール開始

① ⼀番下までスクロールして⽇本語を選択

しばらくすると，英語表記のこのような画⾯がでます．
左の⾔語設定から⼀番下にある「⽇本語」を選択します．

② ここをクリック
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キーボードの設定

※ 不安なひとは，ここで試し打ち
円記号を⼊⼒して，バックスラッシュになれば OK

デフォルト設定で⼤丈夫です．
⼀応，￥や＾の⼊⼒を試してみて下さい．

①「⽇本語」を選択

②「続ける」をクリック
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アップデートの確認

デフォルト設定で⼤丈夫です．

① ここにチェックを⼊れる

②「続ける」をクリック
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インストールの確認（１）

デフォルト設定で⼤丈夫です．

① ここにチェックを⼊れる

②「インストール」をクリック
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インストールの確認（２）

物理的なディスクではなく，仮想ディスクの初期化のことですので，
⼼配いりません．

「続ける」をクリック

※ ここがチカチカします
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タイムゾーンの設定

Tokyo を選ぶ

「続ける」をクリック

※ Tokyo になっていることを確認
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PC 名やログイン名の設定

適当に必要事項を⼊⼒して下さい

⼊⼒が終わったら「続ける」をクリック
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インストール中の画⾯｜しばらくかかります

※ ここがチカチカします
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インストール完了｜再起動します（１）

① ここをクリックして再起動
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インストール完了｜再起動します（１）

この画⾯になったら，
終了ボタンで電源オフ

① 終了ボタン「ｘ」で⼀旦電源をオフ

② 「OK」をクリック※ Windows では，右上の閉じるボタン
もしくは「ファイル ー 閉じる」です．
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仮想マシンを起動して，xubuntu を設定

① 作成した仮想マシンが複数ある場合は，クリックで選択する

② クリックで「起動」する
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正常に起動するとこんな画⾯になります

パスワードを⼊⼒してログインします

① パスワードを⼊⼒

② ログイン

※ ここまで出来れば OK です
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最新版 LTS へのアップグレードは⾏いません

最新版 LTS は 20.04 ですが，今回はアップグレードしません．
“アップグレードしない” を押下して下さい．
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端末を起動して，システムをアップデートします

① 左上の⼩さなアイコンを
クリックしてメニューを表⽰

② クリックして端末を起動

⿊い端末画⾯が
起動します

端末から，以下の下線部のコマンドを１⾏ずつ⼊⼒してアップデートします．
$ sudo apt update
．．．
$ sudo apt upgrade

① 下線部を⼊⼒して下さい
② sudo コマンドでは，初回実⾏時や，⼀定時間が経過すると
パスワードの⼊⼒が必要になります．
ログインに使⽤したパワーワードを⼊⼒して下さい．

③ ⼊⼒したパスワードは画⾯には表⽰されません
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ホスト ⇔ ゲスト間でコピペが出来るように設定

1. Virtual Box のメニューから，
「デバイス」ー「Guest Additions CD イメージの挿⼊」をクリック

ファイル⼀覧のウィンドウが表⽰

※ Windows では仮想マシンのウィンドウ上部に「デバイス」があります．
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ホスト ⇔ ゲスト間でコピペが出来るように設定

$ sudo apt install -y build-essential
$ sudo /media/enpit/VBox_GAs_6.1.6/VBoxLinuxAdditions.run

2. 開発環境をインストールして，設定コマンドを端末から実⾏

これで，ゲスト OS において，Shift + Ctrl +c でコピーが，Shift + Ctrl + v でペーストができます．

$ sudo /media [Tab]を３回以上連打
．．．
$ sudo /media/enpit/VBox_GAs_6.1.6/ çç ここまで自動で入力される
$ sudo /media/enpit/VBox_GAs_6.1.6/VBoxLinuxAdditions.run çç 残りを入力
．．．
$ sudo reboot çç 再起動

[Tab]補完のやり⽅
使⽤するバージョンに依存して，
数字は変わります．

※ディレクトリ名の「…/enpit/…」の部分は，インストール時に作成したログイン名です．

※このコマンドを⼊⼒するのは⻑いので，[Tab] 補完機能を利⽤します．やり⽅は，下の通りです．
[Tab]キーを押下すると，コマンド名やファイル名を⾃動⼊⼒もしくは候補の表⽰をしてくれます．
参考URL︓https://linuxfan.info/bash-completion



$ sudo apt install -y python3-pip
$ sudo apt install -y git
$ sudo apt install -y gedit
$ sudo -H pip3 install opencv-python==3.4.9.33
$ sudo -H pip3 install sklearn
$ sudo -H pip3 install pandas
$ sudo -H pip3 install matplotlib
$ sudo -H pip3 install seaborn
$ sudo -H pip3 install tensorflow==1.5.0

# “Running setup.py bdist_wheel for grpcio”で少し止まるかもしれません
$ sudo -H pip3 install keras==2.1.5
$ sudo -H pip3 install h5py==2.10.0

端末から，以下の下線部のコマンドを１⾏ずつ⼊⼒し，エンターキーで実⾏します．
なお，$ マークはプロンプトで，⼊⼒の必要はありません．
以下のコマンドを１⾏ずつコピーして，端末に貼り付けると⼊⼒が楽です．
# 端末の起動は左上メニューから（p.35参照）

こんな感じで⼊⼒と実⾏を繰り返します

38

必要なライブラリの導⼊
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ライブラリの確認

python3 を起動して，
必要なライブラリをインポート

$ python3
Python 3.6.9 (default, Apr 18 2020, 01:56:04)
[GCC 8.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import cv2
>>> import sklearn
>>> import keras
Using TensorFlow backend.
/usr/local/lib/python3.6/dist-
packages/tensorflow/python/framework/dtypes.py:493: FutureWarning: Passing
(type, 1) or '1type' as a synonym of type is deprecated; in a future
version of numpy, it will be understood as (type, (1,)) / '(1,)type'.
>>> quit()

Warning が出ますが問題ありません

quit() で終了
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Keras 版の YOLO をダウンロード

$ git clone https://github.com/qqwweee/keras-yolo3.git
$ cd keras-yolo3
$ wget https://pjreddie.com/media/files/yolov3.weights
$ python3 convert.py yolov3.cfg yolov3.weights model_data/yolo.h5

...

Total params: 62,001,757
Trainable params: 61,949,149
Non-trainable params: 52,608
_________________________________________________________________
None
Saved Keras model to model_data/yolo.h5
Read 62001757 of 62001757.0 from Darknet weights.
$

Kerasで使えるようにモデルの情報を変換

※ PC とネットワークの
性能によっては，１時間程度
かかる場合もあります．
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エディタ gedit の設定

エディタ gedit を使って
ソースコード yolo.py を修正します．
が，その前に，gedit の設定をします．

$ gedit yolo.py &
$

gedit が起動する

① 右上の⻭⾞マークをクリック

② 「設定」をクリック

タブ幅を ４ にする．
「タブの代わりにスペースを挿⼊する」にチェック
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ソースコードの修正

エディタ gedit を使ってソースコード yolo.py を修正します．
ファイルの最後に，以下を追加して下さい．
import sys
def detect_img(yolo, path_to_image):

try:
image = Image.open(path_to_image)

except FileNotFoundError:
print('Open Error! Exit!')
sys.exit(1)

else:
r_image = yolo.detect_image(image)
print(type(r_image))
r_image.show()

yolo.close_session()

if __name__ == '__main__':
detect_img(YOLO(), sys.argv[1]) 

ファイルの保存は，gedit ウィンドウの
右上の「保存」を押下
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画像を取得して実⾏

画像を取得して実⾏します．

$ wget -O dog.jpg https://github.com/pjreddie/darknet/blob/master/data/dog.jpg?raw=true
$ python3 yolo.py dog.jpg
...
2020-06-03 12:19:18.809736: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:137] Your CPU 
supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: SSE4.1 SSE4.2 AVX 
AVX2
model_data/yolo.h5 model, anchors, and classes loaded.
(416, 416, 3)
Found 3 boxes for img
dog 0.99 (128, 224) (314, 537)
truck 0.91 (475, 85) (688, 170)
bicycle 0.99 (162, 118) (565, 442)
3.0053576370000883
<class 'PIL.JpegImagePlugin.JpegImageFile'>

※ 出⼒画像が端の⽅に隠れているかもしれません．
画⾯をリサイズするなどして探して下さい．
⾚字の部分が出⼒されていれば，実⾏はできています．


