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はじめに
2012年頃より爆発的な普及を見せたディープラ
ーニング技術は、画像処理を中心に多くの研究分
野を席巻し、多くの問題において既存手法がディ
ープラーニングベースの手法に置き換わってき
た。ディープラーニング技術の特徴はその高い精
度にあり、従来は全く太刀打ちできなかった問題
を、一定のレベルで解ける問題に変えた。これに
より、機械学習技術を実ビジネスの現場で活用で
きる領域が拡大し、様々な応用例が生まれてきて
いる。
機械学習技術を実際のビジネスに応用するにあ
たって重要なのは、現実世界の問題を現行技術の
水準を踏まえて適切な粒度のタスクに落とし込む
ことである。あるデータに対して80%の精度しか
達成されていない技術を、同程度の難易度のデー
タで90%の精度が求められる用途に適用しても、
実用化に値する精度は達成できない。80%の精度
の技術を短期間で90%に高める事は難しく、問題
を適切に再設定する事で80%の精度でも意味があ
る形に置き換える必要がある。機械学習技術が人
間に対して優位性を持ちうる可能性として、
• タスクを人間より高速に処理できる
• タスクを人間がやるより安価にできる
• タスクを、大量の対象に対して同時に実行できる

などがあり、これらの優位性を活かした問題設定
を考えることが重要である。
本稿では、一般物体認識と呼ばれる画像認識の
分野を題材に、技術の概要と代表的なデータセッ
トに対する精度を紹介する。さらにビジネスに応
用する際に考えるべき視点についても触れる。現
実世界の課題を適切に問題設定するために必要な
知識を整理することを目的としている。すなわち、
どのような技術が存在するのか、そして、それぞ
れの技術では、実際にどのようなデータに対して
どの程度の精度が達成されているのか、という知
識を理解した上で、現状の技術水準で扱える問題
として現実世界の課題を整理する必要がある。

機械学習・ディープラーニングに
関するいくつかのトピック
本節ではニューラルネットワークに基づく一般
物体認識について、技術的な内容を理解するため
のいくつかの重要な点を解説する。ただし、畳み
込みニューラルネットワーク（CNN）など、基本
的なニューラルネットワークの構成については、
既知のものとして扱う。必要に応じて参考書等を
参照頂きたい。
教師有り学習

機械学習手法は、教師有り学習と教師無し学習
に大別される※1）。教師有り学習は、学習データに

※1）分類によっては、強化学習も含まれるが、本稿では対象外とする。
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対して理想的な出力を「教師」として与える事で、
機械学習にその教師を真似させる事を目指す学習
方法である。一方、教師無し学習は、教師が無い
大量のデータから、機械学習が何らかの内在する
構造を自動的に見いだすものである。主要な使い
方として、人間が理解・判断する補助のようなも
のを出力する（これは従来のクラスタリングなど
と同様）か、後段の別の機械学習手法の入力とし
て使う（例えば特徴抽出器として使う）などである。
ビジネスで機械学習を導入する際は、教師無し
異常検知などの例外を除き、教師有り学習が多い
※2）
。教師有り学習において重要なのは、「教師ラ
ベル」の設計である。つまり、全てのデータには、
そのデータを入力した時に機械学習が何を出力し
て欲しいかについての情報を、人手で設計・付与
しておく必要がある。そして、人手で設計した教
師ラベルの範囲でしか機械学習は答えを出せな
い。教師ラベルの設計は、そもそもどのような問
題を解くのかという設計と密接に関わっており、
それにより問題自体の難易度も大きく変わりうる
ため、重要性が高い。
ディープラーニング技術については、そもそも
何を認識すべきかも含めて自動的にデータから獲
得してくれるとの誤解が多いが、教師有り学習に
は当てはまらない内容であり、教師無し学習にお
いても人手での解釈が必要になる場合がほとんど
である。この誤解は、初期のディープラーニング
の研究である「googleの猫」1） と呼ばれる成果の
報道による所が大きいと、著者は考えている。こ
れは、YouTubeから取得した画像データにディー
プラーニングベースの教師無し学習を適用した際
に、一部の中間層において、猫のような画像を入
力した時に発火するニューロンが存在したという
内容である。ただこれは、あくまで後から人間が
解釈した結果として、後付けで「猫」とラベル付
けしたにすぎず、「猫という概念を獲得した」と
言うには、少し論理の飛躍がある※3）。
転移学習

ニューラルネットワークは、従来の機械学習技

術に比べてもパラメータ数が多く、精度の高いモ
デルを学習するためには大量の学習データが必要
な 事 が 知 ら れ て い る。 例 え ば 後 述 のImageNet
Large-scale Visual Recognition Challenge
（ILSVRC）2）というコンペティションの画像識別
問題では学習に120万枚ものアノテーション付き
画像が使われる。しかし、現実世界の多くの問題
では、そこまでの量の学習データは確保できない
事が多い。学習データが少ない場合でも、ニュー
ラルネットワークの高い性能を活かすための学習
方法が転移学習と呼ばれる方法である。
まず大量の学習データが確保できる問題で、ニ
ューラルネットワークの重みを学習する。ILSVRC
等の大規模コンペティションのものがよく使われ
る。その重みを初期値として、真に解きたい問題
のデータを用いて重みを再学習する。データ量が
特に少ない場合など、ニューラルネットワークの
一部の層の重みは固定させたまま、残りの部分の
重みのみを更新する場合もある。これにより、デ
ータ量が小さい問題でも、ランダムに初期化した
重みでスクラッチから学習する場合に比べて、高
い精度が達成できる事が経験的に知られている。
元の重みを学習した際の問題と真に解きたい問
題は、当然近い方が望ましいが、さほど近くない
場合でも一定の効果を発揮することが知られてい
る。例えば、犬や車などが識別対象のILSVRC用
データで学習した重みが、工場の外観検査などの
問題に対しても効果を発揮する。これは、ニュー
ラルネットワークを構成する各CNNの重みは、特
にネットワークの入力層に近い部分では、一般的
な画像の特徴を抽出するものになっているためで
ある。
モデルアンサンブル

あるタスクを解くために、複数の機械学習モデ
ルの結果を統合する事で精度が向上することが知
られており、これをモデルアンサンブルと呼ぶ。
通常、あるタスクを解くためのモデルは、様々な
研究チームから提案されており、また同一のモデ
ルにおいてもパラメータの設定によって性質の異

※2）教師無し学習は、データから示唆を見いだすなど、所謂データサイエンスの領域で使われる事が多い。
※3）ただし、元々の論文ではそこまでの主張はしておらず、その後の報道で大げさに書かれたという側面が大きい。
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なるモデルを構成する事ができる。これらのモデ
ルは、仮に数値上は同程度の性能を実現していた
としても、あるモデルで正解するデータが別のモ
デルでは不正解となっているなど、得意不得意が
あることが知られている。アンサンブル学習は、
このような複数のモデルを組み合わせることで、
得意不得意を相互に補完し精度を向上させる技術
である。
通常、論文等では、提案された単一モデルの精
度のみが報告される事が多いが、コンペティショ
ンにおいては精度の底上げのために複数モデルの
アンサンブルの結果が投稿される事が多い。実際、
前述のILSVRCの2017年優勝チームの精度である
97.7%も、アンサンブル学習の結果である。別の例
として、COCO 2017 Object Detection Task3）と呼
ばれる物体検出のコンペティションでのFacebook
AI Researchチームのシステムは、単一モデルで
の性能は、mAPと呼ばれる指標で47.9だった所、
パラメータが異なる３モデルの結果を統合するこ
とで49.5に向上し、さらに30モデルでは50.3まで向
上している4）。（タスクの詳細や、mAP等の評価基
準は後述する。）
この結果からわかるように、モデルアンサンブ
ルは既に一定の精度が達成できている場合に、精
度の底上げが可能である。一方、複数のモデルの
結果を独立に計算する必要があるため、単純に計
算時間が使用するモデルの個数に比例して増加す
るという欠点もある。実務上許容できる計算時間
やリソースが厳しくなく、精度の向上がビジネス
インパクトに直結する応用で効果的である。

一般物体認識
画像中に写っているものをコンピューターによ
って認識する研究は、一般物体認識と呼ばれ、デ
ィープラーニングの登場以前から広く行われてき
た。 人 手 で 設 計 し た 特 徴 量（Joint HOGやJoint
Harr-likeなど）に対して、機械学習手法（サポー
トベクタマシンやブースティングなど）を適用す
る事が一般的だった。ただ、このような従来手法
は精度に限界があり、実用化まで至った例は多く
なかった。その後、ディープラーニング技術の登

場と発達に伴い、画像データを直接ディープラー
ニングに入力して、特徴抽出と識別を同時に最適
化する事が一般的になり、精度が劇的に向上した。
一般物体認識の問題は、認識結果を最終的にど
のような形式で出力するかによって、⒜分類 ⒝物
体検出 ⒞セマンティックセグメンテーションの三
つに大別され、この順に難易度が上がっていく（第
１図）。本稿では、その内⒜分類と⒝物体検出に
ついて詳細に解説する。
なお、一般物体認識は、教師有り学習であり、
人手で設計した認識対象に基づいて学習データ及
び教師ラベルを準備する必要がある。「一般」と
いう言葉は、アルゴリズム自体が認識対象に非依
存なことを指し、データを変える事で認識対象を
コントロールできる事を意味している。学習デー
タに含まれ無い対象は原理的に認識できず、何を
認識すべきかを自動的に発見できるわけでは無い
事には注意が必要である。一方、アルゴリズム自
体を特定の対象に特化して設計することで、精度
を上げる事は可能であり、例えば、（本稿の範囲
外ではあるものの）人間の顔の認識の際は、目や
口などのパーツの存在を前提とし、それらを同時
に認識する事で精度を上げる技術が存在する。
画像の分類
概要

画像の分類とは、画像に写っている物体のカテ
ゴリ（クラスと呼ばれる）を認識結果として出力
する問題である（第１図 A）。その物体が画像中
のどこにあるかは判別しない。分類対象のカテゴ
リは、前述のように、問題設定の一部として人手
で設計する必要がある。一枚の画像が必ず一つの
カテゴリに紐付く場合（識別）と、１枚の画像に
複数カテゴリが対応しうる場合（タグ付け）があ
るが、基本的なニューラルネットワークの構成は
同様で、最終的な出力層の形式と誤差関数が異な
る。画像分類のためのニューラルネットワークの
モデルは、物体検知等の問題設定向けのモデルの
構成要素（バックボーンと呼ばれる）として使わ
るため、重要度が高い。
ニューラルネットワークの、その高い性能を世
の中に知らしめて、爆発的な普及のきっかけとな
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第１図 画像分類・物体検出・セマンティックセグメンテーションの入出力

画像分類は画像に写っているもののカテゴリを出力するだけなのに対し、
物体検出はその領域の四角形（バウンディングボックス）を、
セマンティックセグメンテーションは領域を画素レベルで出力する。

ったのが、本節で扱う画像分類の問題であった。
2010年 か ら2017年 ま で 実 施 さ れ て い たILSVRC2）
での画像分類のコンペティション（100万枚以上
の学習データを用いて、1000クラスを識別）では、
2010年と2011年の優勝チームの精度はそれぞれ
71.8%と74.2%（Top-5正解率）であった。ところが、
2012年にトロント大学のHinton教授らのチームが
開発した、CNNに基づく画像認識モデルAlexNet5）
は、精度84.7%を達成し、一気に10ポイント以上
の精度改善を成し遂げた。その後、ニューラルネ
ットワークの構造も進化し、2015年にはMicrosoft
が開発したResNet6） と呼ばれるモデルが96.4%、
ILSVRCの最終年であった2017年にはオックスフ
ォード大と中国の自動運転スタートアップのチー
ムが97.7%の精度を達成した。この精度は人間の
精度を超えているとされ、2011年時点では実用的
な精度を出すのが難しいと思われていた問題を、
わずか６年の内に解決済みの問題にしてしまっ
た。
CNNによる画像分類が従来手法に比べて高い精
度を達成した要因の一つとして、特徴抽出の自動
化があると言われている。従来の画像処理手法で

60

は、機械学習部分はデータから最適化するが、特
徴抽出部分の設計は人手であり、性能向上のボト
ルネックとなっていた。CNNでは、入力として（正
規化等の前処理はするものの）生の画像に近いデ
ータを直接入力して、CNNを構成するフィルタの
重み自体をデータから推定する。特徴抽出と機械
学習部分を一体で最適化しているとも考えること
ができるため、特徴量自体を問題に合わせて最適
な形で学習していると言える。
CNNによる画像認識が登場した当初は、一つの
モデルで使用されるCNNの層数は多くなく、初期
の代表的なモデルであるAlexNetでは５層であっ
た。その後、層数を増やす事が精度向上に効果的
な事が明らかになり、19層のVGGや、最大152層
のResNetなど層数が増加し、ネットワークの構成
も複雑化している。同時に、複雑なネットワーク
を効率的に学習するための手法も発達した。CNN
の 層をショートカットする接 続を導 入したS k i p
Connection（CNNをショートカットする）や、CNNの
層毎に入力される値を正規化するBatchNormalization
などがある。また、ネットワーク構成自体もニュ
ーラルネットワークで最適化する N AS （Neu ral
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Architecture Search）7）と呼ばれる技術も提案さ
れており、Googleがクラウドで提供する画像分類
サービスであるGoogle Cloud AutoML Visionで導
入されている。
代表的なベンチマークデータと性能

画像分類の研究のための代表的なデータセット
と し て、ImageNet8） が あ る。ImageNetは、Web
から収集した1,400万枚もの画像に２万クラス以上
のアノテーションを付与した大規模なデータセッ
トである。前述のILSVRC2） は、ImageNetの一部
（1,000カテゴリ、130万枚）をデータとして用いた
コンペティションであり、画像分類研究での代表
的なコンペティションとして技術の発展に大きく
貢献した。第２図にILSVRC用のImageNetデータ
の一部を示す。ILSVRC用のデータで学習したニ
ューラルネットワークの重みは、画像分類のモデ
ル自体が、物体検知等の他タスク用のモデルの構
成要素である事も相まって、画像分類に限らず多
くの分野で転移学習の元となる重みとして使われ

ている。
ILSVRCの精度は、最終年である2017年の優勝
モデルで、Top-5正解率97.7%と非常に高い精度を
達成している（ただしこれはモデルアンサンブル
の結果である）。学習済みの重みが広く公開され
ている単一モデルでは、例えばディープラーニン
グフレームワークの一種であるKeras9） に付属す
る モ デ ル で、NasNetが96.0%、Inception ResNet
V2が95.3%、Xceptionが94.5%10）の精度である。人
間のTop-5正解率が94.9%11）程度とされており、人
間を上回る精度を達成している。
実用化の際の検討ポイント

画像分類技術は、認識対象の場所が特定できな
いという問題点はあるものの、画像全体に一つの
ものが写っているような応用や、問題を組み替え
て画像全体からの判断に落とし込めるような応用
（後述の国立がん研究センターの事例など）では、
問題の入出力の設計としては、適用することがで
きる。

第２図 ILSVRC用ImageNetデータの一例
文献11）から引用

画像ラボ 2019.01

G1811-02.indd 61

61

2018/12/11 13:16

その上で、最初に検討すべきなのは、問題設定
の 適 切 さ と 期 待 さ れ る 精 度 で あ る。 確 か に、
ImageNetのデータに対しては人間を上回る精度
を達成しているが、これはあくまで訓練されてい
ない人間との比較であり、著者の過去の経験では、
訓練された人間レベルには届かない場合が多い。
訓練された専門家と同じ精度が出ないと実用化に
できない領域（例えばクリティカルな判断で、人
間を計算機で完全に置き換えたい場合など）では、
未だ導入は難しい場合が多い。また、単純に画像
に写っているものを判別する以上の知的な処理が
必要な場合、例えば本来画像に写っているはずが
写ってないものを社会常識に基づいて判断する、
などでは、精度はImageNetの結果等から類推する
より大きく低下する。
次に検討すべきは、処理環境と速度である。大
規模なサーバー環境で実行できる場合でも、一つ
のGPUで一秒間に30枚程度の処理速度である。単
位時間内に実際に認識が必要な枚数と実行可能な
環境（サーバー上なのかエッジでの実行なのか）
によっては、そもそもディープラーニングでの画
像分類が向かない場合も有り得る。
実用化事例の紹介

㈱LIFULLは、不動産ポータルLIFULL HOMEʼS
において、物件写真の自動分類機能を導入した12）。
具体的には、不動産会社等の担当者が物件写真を
サイトにアップロードする際に、写真の種別（外
観なのか、キッチンなのかなど）を自動的に判別
することでデータ入力をサポートする。10数枚の
物件画像を登録するのにかかる時間が、手作業で
40 〜 50秒かかっていたのに対し、10 〜 12秒に短
縮できた。Googleの画像分類クラウドサービスで
あるCloud AutoML Visionを使用して構築され、
Google Cloud Platform（GCP）上で運用されている。
クックパッド㈱は、日々の料理の写真やレシピ
を記録するスマートフォンアプリ「料理きろく」
に料理画像認識機能を搭載した13）。機械学習技術
により、スマートフォンに保存された画像から、
料理が写っている写真を自動的に取り込む事で、
ユーザーが料理の写真を撮るだけで自動的に料理
の記録が残される。画像に料理が含まれているか
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どうかを、２カテゴリの分類問題として扱い、検
証用データに対して、精度98%、再現率96%の精
度を実現している。機械学習技術は自社開発で、
AWS上で運用されている14）15）。
㈱村上開明堂は、自動車用バックミラーの検品
を、画像分類技術で効率化した16）。生産ライン上
のミラーの画像に対して、キズ、ほこりなどの15
種類の不具合カテゴリを識別して、人間の検品作
業の手助けをする。機械学習の判断の信頼度を元
に、OK、NG、人間に任せるの３パターンの判断
をする。検証用データに対して、誤りを２%以内
に抑さえられた。
国立がん研究センターと理化学研究所は、内視
鏡画像からの早期胃がん発見の問題に、画像分類
技術を用いている17）。胃がんは内視鏡画像の一部
に存在し、その場所自体を検出する必要があるの
で、本来であれば後述の物体検出やセマンティッ
クセグメンテーションの問題であるが、本事例で
は、内視鏡画像を上下224ピクセルのパッチに切
り出して、パッチ毎にがんの有無及び種類を分類
する問題に落とし込んだ（第３図）。パッチ毎に、
「がん」画像を正しく「がん」と判定する精度が
80.0%、正常画像を正しく正常と判定する精度が
94.8%であった。

第３図 内視鏡画像からの胃がん発見での、
入力画像と教師ラベル、及び出力結果
文献17）から引用

物体検出
概要

物体検出とは、画像に写っている物体のカテゴ
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リと共に、その物体が写っている場所を、その物
体を囲う四角形として出力する問題である（第２
図 B）。画像分類に比べ、場所の推定が必要で推
定すべき項目が多い、１枚の画像に複数種類の物
体が登場しうる、画像の一部に小さくしか登場し
ない物体を検出する必要がある、などの理由で、
難易度は大きく上がる。
手法としては、精度の高いTwo-Stage法と、高
速なSingle-Stage法の２種類がある。Two-Stage法
は、物体が写っている領域の候補を検出するネッ
ト ワ ー ク（Region Proposal Network） と、 領 域
候補のカテゴリを識別するネットワーク（前述の
画像分類と同じモデルが使われる）を直列に実行
する方法である。代表的なモデルとしてFaster
R-CNN18） やMask R-CNN19） がある。Single Stage
法は、一つのネットワークで領域抽出とカテゴリ
識別を同時に行う方法で、一般的に高速に動作す
る。 代 表 的 な モ デ ル と し て、SSD20）、Yolo21）、
Retina Net22）がある。Single-Stage法とTwo-Stage
法は両方とも、ネットワークの構成要素（バック
ボーン）として画像分類のモデルを内包している。
原理的に、バックボーンを別のものに置き換える
事も可能である。例えばFaster R-CNNとSSDでは
VGG、Mask R-CNNとRetina NetではResNetまた
はResNeXt、YoloではDarknetが使われている。
代表的なベンチマークデータと性能

物体検出の代表的なデータセット及びコンペテ
ィ シ ョ ン と し て、 マ イ ク ロ ソ フ ト が 開 発 す る
Microsoft COCO23） のDetection Task24） が挙げら
れる。COCO Detection Taskのデータでは、約20
万枚の画像に対して、人、自転車、車、信号、鳥、
犬、テニスラケット、椅子、鏡などの80カテゴリ
で領域がアノテーションされている。COCOデー
タセットとDetection Task用の教師データの例を
第４図に示す。
評 価 基 準 と し て は、mAP（mean Average
Precision）と呼ばれる指標が使われる。mAPは、
数値の意味の直感的な理解が難しい指標ではある
が、誤解を恐れずに言うと、システムがあるカテ
ゴリの物体だと判断して100件検出して来た中で、
真にそのカテゴリの物体が含まれるものの枚数の

第４図 Microsoft COCOのDetection Task用
教師データの一例

平均値である。具体的な定義は、下記のように説
明 さ れ る。 物 体 検 出 で は、 適 合 率（Precision）、
すなわちシステムが検出したものの中で正しく検
出できていたものの比率、及び、再現率（Recall）、
すなわち正解ラベルに検出対象が含まれているも
のの内、システムが正しく検出できないものの比
率の二つの指標で評価できる。この指標はトレー
ドオフの関係になり、閾値を調整することで調整
できる。この二指標を単一指標で評価するため、
閾値を変えて再現率を変化させた時の適合率の平
均、すなわちAverage Precision（AP）を計算する。
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さらに、APを複数の対象カテゴリ毎に平均を取る
と、mAPが計算できる。
Microsoft COCOに対して、2017年の優勝モデル
はmAPが52.5を達成している。これは四つのモデ
ルのアンサンブルであり、単一モデルの性能では
50.5である。一方、論文等で発表され、かつ実装
例が普及している有名なモデルでは、Two-Stage
法では、Mask R-CNNが39.8、Faster R-CNNが36.8、
Single-Stage法では、Retina Netが40.8、Yolo v3が
33.0、SSDが31.2となっている。
なお、物体検出は実行速度と精度のトレードオ
フがあり、mAP観点で精度が高いモデルが必ずし
も優れているわけではない事に注意が必要であ
る。実行速度としては、Two-Stage法では、Mask
R-CNNで はmAPが38.2の 時 に １ 枚 の 処 理 時 間 が
195ms、Single-Stage法 で は、YOLOv3でmAPが
33.0の時に１枚の処理時間が51msが、SSDでmAP
が28.0の 時 に61ms、mAPが31.2の 時 に125ms、
RetinaNetはmAPが37.8の時に198msが報告されて
い る。（ こ れ ら はGPUと し てTesla M40ま た は
Titan X使用時の結果である。）
実用化の際の検討ポイント

まず、物体検出の問題は、最新の結果でもmAP
が50程度（検出してきたものの内、平均して半分
は誤っている）であり、画像分類の問題に比べる
とまだ精度向上の余地が大きい。実際、COCOの
Detection Taskにおいても、2015年から2017年の
３年間で、mAPが37.3、41.5、52.5と大幅な改善を
見せており、領域として発展途上である事が伺え
る。著者の肌感覚としても、訓練されていない人
間にも及ばない程度の結果になる事が多い。その
観点から、人間のエキスパートを置き換える目的
より、例えば大量のカメラの24時間監視など、人
間ではコスト的に難しい事を、精度は人間に及ば
ない前提で任せるといった使い方や、人間の判断
の補助材料として使うなどの使い方が向いている
と言える。
前述のように未だ発展途上の問題である事か
ら、コンペティションの優勝モデルなどの最新手
法の精度と、数年前の手法の精度に大きな乖離が
ある事にも注意が必要である。そのため精度が求
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められる場面では、実装例が普及している有名手
法では不十分で、最新の論文ベースの手法を実装
しなければならず、技術力が重要になる。例えば、
SSDは、著者がオフィシャルの実装を公開してい
る事などからビジネス現場でも幅広く使われてい
る も の の、Microsoft COCOに 対 す るmAPが31.2
と、今日では決して精度が高い手法とは言えない。
も ち ろ んSSDは 元 々 高 速 性 に 特 徴 が あ るSingleStageの手法であり、実行速度を重視する場合は
問題無いが、実行速度より精度が重要な場面には
向いていないと言える。
また、問題設定やデータによってチューニング
の余地も大きい。通常の画像分類のモデルに含ま
れるパラメータに加えて、物体検出特有のパラメ
ータを備えている。そのため精度を出すためには、
アルゴリズムの内部を深く理解する必要がある。
例えばSingle-Stage法では、検出対象の物体サイズ
の縦横比率（アンカーと呼ばれる）をパラメータ
に持っており、検出対象のサイズに合わせて適切
に 設 定 し な け れ ば な ら な い（ 論 文 の 数 値 は、
Microsoft COCOのデータに最適化されている事
が多い）。実際、Facebookが開発したMask R-CNN
においても、単一モデルの精度が、2017年３月の
論文公開時の精度は39.8であったが、2017年９月
のCOCO 2017 Object Detection Taskの投稿時の
結果では精度が45.5まで向上しており、チューニ
ングの余地が大きい事が伺える。
上記を踏まえ、ビジネス現場で使う場合を考え
ると、⑴問題設定・使用用途の検討、⑵速度要件
を考慮したモデルの選定、⑶チューニング、の三
つが重要である。⑴については、精度が人間には
及ばない事を前提で問題設定を検討する必要があ
る。⑵については、物体検出は速度と性能のトレ
ードオフが明確に存在し、必要な実行速度によっ
て達成可能な性能が大きく変わる。例えば、動画
をリアルタイムに処理する必要があるような場面
では、高速なSingle-Stage法を、場合によってはさ
らに精度を落として高速化して使う必要がある
し、速度よりも精度が重要な場面では高性能な
Two-Stage法を必要に応じてモデルアンサンブル
することが必要になる。さらにそれぞれのカテゴ
リの中でもモデルによる性能差は大きく、開発工
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数との兼ね合いの中で、なるべく精度の高いモデ
ルを使用する必要がある。最後、⑶チューニング
によって、なるべく高い精度を出すことが重要に
なる。
実用化事例の紹介

物体検出の主要な応用の一つとして、工場等で
の外見検査がある。様々なベンダーが外観検査向
けの物体検出ソリューションを提供している26-29）。
生産現場でのカメラ画像から不具合箇所を含む領
域を自動で検出する。
自動運転や自律制御のための基礎技術として
も、物体検出は重要である。車の自動運転におい
ても、物体検出は使用される30）。また、新明和工
業㈱は、成田交際空港、チャンギ空港及び徳島阿
波踊り空港において、パナソニックの物体検出技
術を活用した旅客搭乗橋自動装着システムを導入
した31）。搭乗橋に設置したカメラが航空機のドア
の位置を検出し、機体をドアから10cm手前まで自

動走行させる（最終的な装着は手動）。
また、ドローン等での空撮画像とも、物体検出
は親和性が高い。シドニー工科大学と産業用ドロ
ーンメーカーのリトルリッパーグループは、ドロ
ーンによる近海の空撮画像からサメの存在を検知
する技術を開発した32）。サメに加えて、イルカや
エイなどの他の動物や、ボートなどの物体を対象
カテゴリとして検出する（第５図）。既に実環境
で運用されており、90%の確立でサメを正しく認
識することに成功した。他にも、ミツイワ㈱は、
ドローンによる空撮画像からの密漁船の監視サー
ビスにNTTコムウェアの物体検出技術を活用して
いる33）。
安心・安全の観点からの事故検知にも、物体検
出技術が適用可能である。東京急行電鉄㈱は、パ
ナソニックの画像解析技術を活用し、駅のホーム
での人物検出により事故軽減を図るシステムを運
用している34）。具体的には、ホーム上の人を検知
する事で、線路への落下や落下の可能性のある品

第５図 サメの検出結果
文献32）から引用
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物を検知し、係員に通知する（第６図）。
医療分野にも応用が可能である。ブタペスト大
の研究グループはマンモグラフィによるレントゲ
ン写真から、物体検出技術を用いて乳がんの病変
領 域 検 出 を 試 み た35）。 ア ル ゴ リ ズ ム と し て、
Faster R-CNNを用い、公開データベースに対して
95%の識別率（AUC）を達成した。同様に胸部レ
ントゲン写真からの肺がんの検出や、CT画像から
の病変の検出等も行われている（第７図）。

おわりに
本稿では、一般物体認識と呼ばれる技術領域を
対象に、ディープラーニング技術の概要と、実用
化に際しての検討ポイントについて述べた。現時
点では、ディープラーニングを用いた一般物体認
識は、訓練されていない人間程度（場合によって
はそれ以下）の能力になる場合が多く、それを前
提としたビジネス導入のやり方を検討する必要が

第６図 転落検知の仕組み
文献34）から引用

第７図 Faster R-CNNを用いた乳がんの病変領域検出
文献35）から引用
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ある。しかし、本稿で述べたように、未だ技術は
急速に進化しつつあり、データやタスクの難易度
によって、訓練された人間と同程度の性能を実現
出来る日も近いと思われる。その際は、実用化へ
のハードルが大きく下がり、活用事例が爆発的に
増加する事が予想される。
参考文献

1） Quoc V. Le, et.al., Building High-level Features Using
Large Scale Unsupervised Learning, in Proc ICML（2012）
2） http://image-net.org/challenges/LSVRC/
3） http://cocodataset.org/#detection-2017
4） http://cocodataset.org/#detection-leaderboard
5） Alex Krizhevsky, et.al., ImageNet Classification with Deep
Convolutional Neural Networks, in Proc NIPS（2012）
6） Aiming He, et.al., Deep Residual Learning for Image
Recognition, in Proc CVPR（2016）
7） Barret Zoph, et,al., Neural Architecture Search with
Reinforcement Learning, in Proc ICLR（2017）
8） http://www.image-net.org/
9） https://keras.io/
10）https://keras.io/applications/
11）Olga Russakovsky, ImageNet Large Scale Visual
Recognition Challenge, IJCV（2015）
12）https://lp.google-mkto.com/rs/248-TPC-286/images/
google_GCP_LIFULL.pdf
13）https://info.cookpad.com/pr/news/press_2017_0928
14）https://techlife.cookpad.com/entry/2017/09/14/161756
15）https://speakerdeck.com/uiureo/liao-li-kirokutoji-jie-xue-xi
16）https://www.nikkei.com/article/DGKKZO28983930
U8A400C1L61000/
17）https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2018/
0721/index.html
18）Shaoqing Ren, et.al., Faster R-CNN: Towards Real-Time
Object Detection with Region Proposal Networks, in Proc
NIPS（2015）

19）Kaiming He, Mask R-CNN, in Proc ICCV（2017）
20）Wei Liu, et.al., SSD: Single Shot MultiBox Detector, in
Proc ECCV（2016）
21）https://pjreddie.com/darknet/yolo/
22）Tsuang-Yi, et.al., Focal Loss for Dense Object Detection,
in Proc ICCV（2017）
23）http://cocodataset.org
24）http://cocodataset.org/#detection-2017
25）http://cocodataset.org/#detection-leaderboard
26）http://pvi.preferred-networks.jp/
27）https://jp.ricoh.com/technology/tech/
073_imagerecognition.html
28）https://www.albert2005.co.jp/wordpress/doc/release/
20181003.pdf
29）https://www.panasonic.com/jp/business/its/ai.html
30）松ヶ谷和沖, 自動運転を支えるセンシング技術, DENSO
TECHNICAL REVIEW（2016）
31）https://www.shinmaywa.co.jp/news/product_news2018_
0706_001009.html
32）https://www.scimex.org/newsfeed/shark-detectingsmart-algorithm-is-australias-top-aimachine-learninginnovation
33）https://www.mitsuiwa.co.jp/2018/03/28/1947/
34）http://www.tokyu.co.jp/image/news/pdf/20180808.pdf
35）Dezso Ribli, et.al., Detecting and classifying lesions in
mammograms with Deep Learning, Scientific Reports
（2018）

【筆者紹介】

藤原 弘将

㈱Laboro.AI 代表取締役CTO

画像ラボ 2019.01

G1811-02.indd 67

67

2018/12/11 13:16

