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DeepLab を用いた腹部単純 CT 画像からの大腸領域の抽出
1812004 小林 武仁
指導教員 武尾 英哉 教授, 安部 和弥 日本人客員研究員
1. 研究背景

4. 結果

現在の大腸がんの検診方法は,主に大腸内視鏡検査や CT コロ

本手法での出力結果を図 2(a),(b),(c)に示す.図 1(a)では

ノグラフィーなどがあるが,どの方法も前処置に下剤の服用や,

ヒートマップ画像,(b)では AI が CT 画像に大腸領域のみを白く

炭酸ガスによる大腸の拡張が必要である.これは少なからず体

塗りつぶした画像,(c)では大腸領域を白,それ以外の領域を黒

へ負担がかかってしまう.

とした二値化画像を示す.

そこで,下剤などを服用せずに撮影することができる単純 CT
画像から大腸領域を抽出することで,体への負担が少ない大腸
がんの検診方法として確立することを目標としている.
2. 目的
腹部単純 CT 画像を使い AI による大腸領域抽出プログラムを
作成し,体への負担の少ない大腸がん検診方法として確立する.

(a)ヒートマップ
図2

また,多段階式領域抽出法による大腸領域抽出と本手法の比

(b)白塗り画像

(c)二値化

本手法での抽出結果

また,抽出結果を 3D 化したものを図 3 に示す.

較を行い,検討する.
3. 手法
研究に用いたデータは,腹部単純 CT 画像である.CT 画像の大
腸領域に手動で色を塗り教師データを作成し,それを元に学習
させていく.教師データ 10 例,テストを行う未知データ 10 例使
用する.データの画像条件は,サイズ 512×512[pixel],患者 1 名

図 3 本手法での抽出結果

につき 199～386[枚]とする.
学習するモデルは U-NET において物体検出に使われるセマン
ティックセグメンテーション手法の１つである DeepLab(v3)を

5. 考察
大腸領域の抽出はできた.しかし,抽出不足の結果が散見され
た.学習不足が考えられるため,正確で多量の教師データによ

用いる.
実際の本手法の流れを図 1 に示す.

り精度の向上を望めると考えられる.
また,従来技術である多段階式領域抽出法と本手法を比較し

前処理

た.図 3 と同症例で抽出した結果図 4 に示す.

教師データ作成
→CT 画像に筆者が大腸領域のみをペイント

本処理
DeepLab(v3)による大腸領域抽出
→AI が大腸領域のみを抽出
3D 化

図4

多段階式領域抽出法での抽出結果

→AI が大腸領域のみを抽出した画像を基に 3D 化

本手法と多段階式領域抽出法では,後者の精度が高かったと言
えるが,本手法より複雑で手間がかかってしまうため効率的な
図1

本手法の流れ

面では本手法の方が優れていると考えられる.

前処理として,教師データ作成を行ってから DeepLab(v3)に
よる大腸領域抽出とその結果の 3D 化を行った.

参考文献
[1]安倍和弥, 武尾英哉, 永井優一, 縄野繁 : 単純腹 CT 画像
からの高精細な大腸領域検出法の検討, JAMIT2020

Deep Lab による肝腫瘍の抽出
学籍番号 1812023 大塚唯斗
（指導教員 武尾英哉 教授 安倍 和弥 日本人客員研究員）
1 研究背景
現在の肝腫瘍の検診方法は,主に超音波検査やCT
検査,MRI 検査など[1]があるが,読影を行う医師の
負担が増大してきている．
そこで,医師の読影作業時に負担軽減をすること
ができる CT 画像から領域抽出することで,新たな
肝腫瘍の検診方法として確立することを目標とし
ている.
2 目的
これまでの研究では,肝腫瘍抽出をすることはで
きていた.よって前回の抽出結果を比較し,精度向
上を図りながら,Deep Lab による肝腫瘍の抽出を行
う.
3 手法
実際の処理の流れを図１に示す．

図１ 処理の流れ
画像条件
患者数

23

画像平均枚数

57.5[枚]

画像サイズ

512×512[pix]

3.1 U-net
U-Net は FCN(fully convolution network)の 1 つで
あり,画像のセグメンテーション(物体がどこにあ
るか)を推定するためのネットワーク.
3.2 セマンティックセグメンテーション
画像をピクセル単位に分け,その情報と周辺情報
をもとにカテゴリー分けする手法．認識と識別を必
要とするあらゆる場面で効果が期待できる.
3.2 DeepLab(V3)
セマンティックセグメンテーション手法の一

つ.Resnet 構造の特徴抽出とエンコーダ・デコーダ
両方に深度方向畳み込み分解を適用することによ
る高い検出性能を持つ.
4 結果
抽出した結果を図2,正解率を表１に示す.塗りつ
ぶした部分と同様のところが大半であったが一部
異なるところもあった.３Ｄ化した画像と最大直径
の表をそれぞれ図 3,表２に示す.

図 2 抽出後の画像

表１正解率

図 3 抽出後の３Ｄ画像
表２最大径
5 考察
肝腫瘍抽出の際に実際とは異なる形や大きさが
抽出されるものがあった.原因としては,学習デー
タの量,エポック数,学習率,ミニバッチサイズ,画
像サイズが起因していると考えられる.
6 今後の課題
考察で述べた学習データの量,エポック数,学習
率,ミニバッチサイズ,画像サイズの現在のデータ
より最適な値を再度試して導き出して精度を向上
させる.
参考文献
[1] 国立がん研究センターがん情報サービス
https://ganjoho.jp/public/cancer/liver/diagno
sis.html
[2] DeepLab v3+（意訳） - Qiita
https://qiita.com/mine820/items/14e7c556b358d
bc4ee9a

PSA density 算出のためのセグメンテーションによる
前立腺体積計測法の検討
1812039 倉科 歩
指導教員 武尾 英哉 教授, 安部 和弥 日本人客員研究員
1． はじめに

3.1 体積計測と PSAD によるがんスクリーニング結果

前立腺がんは男性のみにおこるがんであり、米国ではがん

本手法と生検データでの体積及びがんスクリーニング結果

が原因での死亡件数は第二位と,近年では世界的に罹患数が増

を表２に示す。PSAD の基準である PSAD＝0.15 に着目した

えている.本研究では前立腺の MRI 画像を用いて U-Net を利

本手法と生検データでのグラフを図２に示す.

用した前立腺領域の抽出を行う.前立腺の細分化は手動での再

表 2 生検データと本手法の比較

現性が低いため,本手法にて精度向上が期待できる.

生検データ

本手法

体積

14.4~222.4[ml]

8.8~205.4[ml]

体積平均

52.6[ml]

48.6[ml]

性に欠けるものであった。DeepLab を用いてより高精度な前

PSAD

0.04~2.51[ng/ml]

0.04~2.92[ng/ml]

立腺の抽出、それを基に体積を計算し PSAD 算出に用いる手

PSAD 平均

0.256[ng/ml]

0.292[ng/ml]

法を検討する

スクリーニ

58％

64%

ング精度

（126/216）

(139/216)

2． 目的
従来法では前立腺体積を楕円に見立てて算出するので正確

3． 手法
本研究で使用した画像は MRI の raw 画像なので、画像に明

0.2

生検データ

暗があるため,前処理として濃度とコントラストの正規化を行
い,画像を均一にする調整を行っている.
本研究で用いるラベル画像は手動にて前立腺を抽出した画
像を使用した.元画像とラベル画像の例を図 1 に示す.

0.15

図 1 ラベル画像の作成例

0.1
0.1

DeepLab の検出結果には,前立腺と連結していない微細領域

0.15

本手法

0.2

も発生するため,微細オブジェクトの除去を行った。その画像か

図 2 生検データと本手法での PSAD 値の比較

ら総ピクセル数を算出,スライス厚と画素間隔の 2 乗を乗算す

表 2 より,本手法におけるスクリーニング精度は生検データ

ることにより体積を算出する.

より向上している。図２より,緑と紫は、生検データと本手法で

その体積と PSA 値から PSAD を算出、生検データと比較する.

結果が変わらなかったもの,赤が本手法でのみスクリーニング

4． 実験と結果

に成功したものとなっている.

本実験で評価データとして用いる画像データの条件を表１
に示す.

5． 考察
実験と結果から,本手法でのスクリーニング精度向上が確認

表 1

評価データの条件

できる.全体として,体積の値が大きいほど精度が下がってしま

データセット数

216

うことがあった,これは PSAD は体積の大きさに左右される値

画像枚数

20～88[枚]

のため,体積が大きい程その振れ幅に影響されてしまうことが

画像サイズ

256×256~432×432[pixel]

要因の一つであると考える

スライス厚

1.5～3.0[mm]

6． 今後の課題

PSA 値

4.0~95.6[ng/ml]

評価データの症例は PSA 値がグレーゾーンの下端といわれ
る４[ng/ml]以上であるものを対象とした.

より高精度な結果を出すために,前立腺抽出のみではなくそ
の他の部位の抽出を行うことや,多岐にわたる症例を教師デー
タとして用いることで,精度向上につながるかの検証をしてい
く.

胸部 X 線画像からの Covid-19 による肺炎進行度の定量化
1812056 吉田裕輔
（指導教員 武尾 英哉 教授）
Covid-19 の進行度を定量化するためCovid-19 箇所のDice 係数

1 はじめに
Covid-19 の感染拡大により医療機関に大きな負担となって

は表 1 である．
表 1 Covid-19 の Dice 係数

いる．その為，中等症，重症の患者に対し適切な処置を行える
患者

ようにする必要性が高まっており，医師の診断を客観的に肺炎

一致領域[px]

Dice係数[%]

#1

12104

43

#2

31663

87

る．

#3

16832

55

2 目的

#4

13309

27

#5

4704

25

#6

12103

32

#7

5869

84

#8

9754

74

#9

0

0

#10

9275

77

#11

4099

51

部 X 線画像に PSPNet を使用して画像のセグメンテーションを

#12

1671

16

行う．正解画像と AI の出力画像を準備し，これらを学習させる

#13

13968

75

ことで，未知の画像に対して自動的に画像を出力できるように

#14

36144

82

#15

9427

33

#16

38955

60

を行う．

#17

74644

82

4 結果

#18

68162

79

#19

35341

57

#20

37695

80

進行度の定量化で支援し，負担を軽減する必要性が高まってい

Covid-19 患者の胸部 X 線画像に対し人工知能を使用して
Covid-19 肺炎の進行度を定量化する．

3 手法
X 線画像から正常領域を黒色，異常陰影領域を灰色に塗り分
け，教師データを作成する．次に，健常者，Covid-19 患者の胸

する．また，AI の出力画像を肺全体と肺炎箇所の割合で定量化

本研究では 1292 枚の画像を使用する．トレーニングデータ
60%，バリデーションデータ 10%，テストデータ 20%で行う．
PSPNet を使用して，作成した教師データを学習させ，未知の画
像に対し自動的に画像を出力した．

Covid-19 の Dice 係数は平均 37.9%であった．

5 考察
自分たちで正解画像を作成したため人工知能の判断が曖昧に
なり一致度が高くなかった．よって，専門家が教師データを作
成できたら一致度が高くなると考えられる．

6 今後の課題
現状のデータ(画像総数 1292 枚)では十分ではないので可能
図 1 原画像

図 2 正解画像

図 3 AI の出力画像

AI の出力した画像を肺全体と肺炎箇所で肺炎進行度の定量化を

な限り大量のデータを追加し本手法を適応．また，判別精度及
び汎化性能の評価が必要．

行った．

参考文献

青色：正常箇所 緑色：Covid-19

[1]金子冴，
【技術解説】集合の類似度(Jaccard 係数，Dice 係数，
Simpson 係数)，人工知能・機械学習・自然言語処理周辺の技術
情報
https://mieruca-ai.com/ai/jaccard_dice_simpson/

図 4 99%

図 5 57%

図 6 13%

本手法の精度の評価方法は未知データのAIが出力した画像と正
解画像の一致度を計算する Dice 係数を使用する[1]．また，

胸部 X 線画像における Covid-19 肺炎の経時変化の定量化
1812012
(指導教員 : 武尾

英哉

教授

1. 研究背景

岩崎

亮悟

安部和弥

日本人客員研究員)

４、結果

新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の疫学デ

本手法を 21 名の患者に適用し，経時変化を観察し

ータは国や地域により異なるが，70％〜80％の感染

たところ，正解画像と AI の出力画像の図 3 のように

者は軽症であり，約 20％が中等症以上として酸素投

Covid 比率が近い値になったのが 12 名であった．図

与が必要となる．

4 のように違う値になったのが 9 名であった．

このことから，Covid-19 の救命には早い段階で呼

患者AのCovid比率

吸不全を予測し，人工呼吸管理への移行を防止する
新型コロナウイルス感染症肺炎については治療戦
略が重要であり，呼吸状態が悪化への進行をどのよ
うに防ぐかが，人工呼吸器や ECMO の使用をへら

Covid比率

治療法の開発が望まれる．

100
50
0

6月13日

7月3日

し，医療現場の負担の軽減，ひいては医療崩壊の抑

7月23日 8月12日

9月1日

日付

青・正解画像

止につながる．
そこで深層学習を用いて，胸部の X 線画像から

赤・AIの出力画像

図 4．患者 A の Covid 比率グラフ

Covid-19 による肺炎の自動識別する手法についての

患者BのCovid比率

研究を行う．
本研究では，人工知能(AI)を胸部 X 線画像までの
放射線の特徴に適用して，胸部 X 線画像から深層学
習を用いて，Covid-19 肺炎の自動識別する手法を確

Covid比率

２、研究目的

100
50
0
11月20日 11月30日 12月10日 12月20日 12月30日

立することを目標とする．

日付

青・正解画像

この技術によって，Covid-19 肺炎の経時変化を数
値化することで患者の肺炎の進行度を分かりやすく
することができる．また，Covid-19 肺炎の経時変化
を観察し，患者に対する有効的な治療法を見つける

赤・AIの出力画像

図 5．患者 B の Covid 比率グラフ
５．考察
自分たちの視点で Covid-19 肺炎かどうかを判断

ことができる．

したため，肺炎ではない部分と肺炎の部分の境界が

3、研究方法

曖昧になってしまった．また，画像によっては全体的

X 線の画像から正常領域を黒色，異常陰影領域を
灰色で塗って教師データを作成する．
その後，PSPNet を用いて作成した教師データを学
習させ，Covid-19 による肺炎の自動識別をする．

に白くなっている画像もあり，AI で判断が難しい画
像も存在した．
６．今後の課題
PSPNet での学習させる教師データを増やす．また，
XR の画像で Covid-19 肺炎は見分けるのが難しいの
でより専門知識を用いて正解画像を作成する必要が
ある．
［参考文献］
R. J. Gillies, P. E. Kinahan, and H. Hricak,

図 1．原画像

図 2．正解画像 図 3．AI の出力画像

“Radiomics: Images are more than pictures, they are
data,” Radiology, vol. 278, pp. 563–577, 2015.

胸部 CT 画像における Covid-19 肺炎の定量化
1812046 寺嶋直哉
(指導教員：武尾英哉教授 安部和弥日本人客員研究員)

1. はじめに・目的

3. 結果

新型コロナウイルス感染症(Covid-19)とはコロ
ナウイル 2(SARS-CoV-2)と呼ばれるウイルス

表1
名前

正解画像と AI の出力画像の定量化

肺野

正常

COVID

が原因で起きる感染症で 2019 年の終わりごろ
中国で発生し世界中に感染が拡大した．
【1】

正解

本研究は肺の CT 画像を用いて PSPNet を用

画像

いた肺炎進行度の定量化また３D 化を行う事
を目的とする．
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2. 方法
肺に異常のある患者の CT 画像(スライス)をデ
ータとして扱う．図 1 の原画像に異常のある部分
(灰色)と正常な部分(黒色)にマークをして図 2 の
正解画像から図 3 のマスク画像に変更させ教師
図4

データとして使用し学習させ未知の CT 画像に

AI による 3D 化

図5

正解画像による 3D 化

対して AI が自動的に判別し Covid-19 肺炎の定
量化を行い 3D 化をする．

目的であった PSPNet を用いての機械学習それらを
使用して未知のデータを判別を行い定量化，３D 化
を行う事が出来た．
4. 考察・今後の課題
結果より正解画像と AI の出力画像で正常比率と
Covid 比率の数値に大きな差が出たものが生ま

図 1 原画像

図 2 正解画像

れた．これは正解画像を作成する際に少しでも白
く陰っている部分を Covid-19 による肺炎と判断
したが AI はその部分を正常と判断したため違い
が生じた．しかし結果を見ると AI の出力画像，
正解画像の正常比率,Covid 比率に大きな差が無
い結果が大半なので今回，正常比率,Covid 比率
に大きな差が生まれた結果は正解画像を作製す

図 3 マスク画像

る際に手違いが生じたものと考える．
5. 参考文献
【1】https://www.uptodate.com/contents/1126696
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画質改善技術による乳房腫瘤影の良悪性診断処理の性能向上
1812022 渡辺青葉

(指導教員 : 武尾 英哉 教授)
1. はじめに

・モルフォロジー処理

乳がんの検診に不可欠なマンモグラフィは X 線撮

「収縮と膨張」の基本処理がある. 画像中のオブジ

影であり, 被ばくのリスク, 余命損失について飯沼武

ェクトに対して, 収束や膨張を行うと, オブジェクト

の研究では若年層ほど大きくなるという研究結果が

の周りあるいはオブジェクトの中に含まれているノ

存在する. 検診マンモグラフィ段階で乳がんの良悪性

イズを除去することができる.

鑑別を実現することができれば, 二次精密検査におけ

4. 結果
表 1 バーチャルグリッド処理

る診断段階の X 線画像撮影で二方向撮影の良悪性鑑

検診画像での鑑別性能

処理時間

91%

300sec

処理なしの診断画像での鑑別性能

―

90%

―

別を削減し, すぐに生検に移ることが出来るなどのメ
リットが考えられる.
2. 課題・目的
医師の見落としや診断に要する時間の短縮により,
医療事故の減少や医師の負担の軽減が期待できる. そ
のために, CAD の精度を高めて信用できる手段とし
て確立することが課題である.
本研究では, コントラスト改善と粒状性改善の処理
を併用することによって検診画像の画質改善を行う.
この処理により，検診画像の画質を診断画像と同等に
することを目指し, 検診のおける乳がん腫瘤影の良悪
性鑑別性能の向上を図る[1].

原画像

3. 方法
・バーチャルグリッド
画像コントラストを低下させる散乱線を推定して
抑制する「コントラスト改善処理」と粒状性を改善
させる「粒状性改善処理」によって構成されている
[2].
・散乱線の除去
本研究で行うグリッド効果算出処理は, 推定された
被写体通過直後の 1 次線量と散乱線量, および, グリ

処理後

図 1 バーチャルグリッド処理結果
上記の表 1, 図 1 から画像にあまり変化はないが,
性能としては診断画像と同等の値となった.
5. 考察
診断画像より 1%多いのは, 研究で使用した画像が
同じ人物のものではなかった事が原因と考える.
6. まとめ
性能としては申し分ない結果となったが, 1 枚の画
像に 300sec 必要なのはあまり実用的とは言えない.

ッドの 1 次線通過率と散乱線除去率を用いて, グリッ
ド通過後の一次線量と散乱線量を求め, グリッド使用
時と同じ印象を計算により得る処理を行う.
・粒状性の改善
X 線は, 線や点などの構造情報を持つ一次線成分と
構造情報を持たない散乱線成分からなる. 構造情報を
持たない散乱線成分は, 画像の X 線量子ノイズを増
加させる要因となっている. 粒状性改善処理では, 点
構造や線構造の周囲に分布する「構造を持たないノ
イズ」成分を抽出し低減することで画像の粒状性を
改善する処理である[2].

[参考文献]
［1］ 飯沼武：2 年間隔マンモグラフィ検診の利益
リスク分析：14 回日本乳癌検診学会：2004
年
［2］ 川村隆浩, 内藤慧, 岡野佳代,他：新画像処理
「Virtual Grid(バーチャルグリッド)技術」の
開発 : X 線検査の画質と作業性の向上：富士
フイルム R&D 統括本部技術戦略部：富士フ
イルム研究報告 (60)： 2015：p21-27
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1. はじめに

乳がんの検診に不可欠なマンモグラフィは X 線撮

4. 結果
AI 学習による腫瘤影の良悪性鑑別処理制度の結果

影であり, 被ばくのリスク, 余命損失について飯沼武

の中で，精度の高かったものを表１に示す．また，

の研究では若年層ほど大きくなるという研究結果が

原画像と，高速バーチャルグリッド処理後の画像を

存在する. 検診マンモグラフィ段階で乳がんの良悪性

比較したものを図１に示す．

鑑別を実現することができれば, 二次精密検査におけ
る診断段階の X 線画像撮影で二方向撮影の良悪性鑑
別を削減し, すぐに生検に移ることが出来るなどのメ

表 1 高速バーチャルグリッド処理の精度
検診画像での鑑別性能

処理時間

89%

5sec

処理なしの診断画像での鑑別性能

―

90%

―

リットが考えられる.
2. 課題・目的
医師の見落としや診断に要する時間の短縮により,
医療事故の減少や医師の負担の軽減が期待できる. そ
のために, CAD の精度を高めて信用できる手段とし
て確立することが課題である.
本研究では, コントラスト改善と粒状性改善の処理
を併用することによって検診画像の画質改善を行う.
この処理により，検診画像の画質を診断画像と同等に
することを目指し, 検診のおける乳がん腫瘤影の良悪
性鑑別性能の向上を図る.[1]
3. 方法
・高速バーチャルグリッド
乳がん腫瘍患者の胸部のＸ線画像を使用し，粒状性
改善を目的とするモルフォロジー処理の後，コントラ
スト改善を目的する強調処理を行う．
・粒状性改善
収縮処理の後に拡張処理を行うオープニング処理
を画像の濃度を５段階として処理することで粒状性
ノイズを軽減する．
・コントラスト改善
原画像からオープニング処理後の画像を引くこと
で高周波成分を求め，それを濃度に依存させて原画像
に加算することで画像を強調する．これにより散乱線
による画像のコントラスト低下が軽減される．
・AI による良悪性鑑別処理の開発
画像処理を行った乳がん腫瘤影画像のデータベー
スを用いて AI による良悪性鑑別の開発を行う．

原画像

処理後

図 1 高速バーチャルグリッド処理結果

５．考察
診断画像を対象とした良悪性鑑別処理の精度に達
するほどの性能だったことから，提案した高速バー
チャルグリッド処理により，鑑別に必要な画質は診
断画像とほぼ同等になったと考えられる．
画像処理にかかる時間が速く，高性能であること
から，非常に実用的であると言える．
[参考文献]
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開発 : X 線検査の画質と作業性の向上：富士
フイルム R&D 統括本部技術戦略部：富士フ
イルム研究報告 (60)： 2015：p21-27
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1. まえがき

4. 結果

現在, スマートフォンでの AI 図鑑等の AI による画

構成 A での最高値が, VGG19 の 93.66%. 構成 B で

像判別を行うソフトウェアが存在しており, 我々は普

は 94.64%であった. 人の評価は, 平均 83.2%であった.

段目にしない世界遺産を人による判別より高い精度で

構成 A と構成 B では, 正答率の差が 1%であった. 人の

判別のできる AI を作成しようと考えたため, 本実験を

正答率より, AI の正答率の方が高いことが分かった.

行った.

各項目の最高値と人による評価の平均値を表１に示

2. 目的

す.

本研究では, 一つの AI で複雑な処理を行う場合と複
数の AI で単純な処理を行う場合での精度の比較分析を
行うことを目的としている.
3. 方法
本実験は構成 A(総合型 AI), 構成 B(分散型 AI)の二
種類の構造を用いている. 図 1, 2 に構成 A, B のイメー
ジ図を示す.

総合型 AI
図 1 構成 A
構成 A は, 画像の種類の判別, 画像の真偽の判別を
一つの AI ですべて行い結果の出力を行う構造.

シーン分類 AI

表 1 最高値並びに人による評価の平均値
構成 A 最高値

93.66(VGG19)

構成 B シーン分類最高値

98.33(VGG19)

構成 B 各世界遺産の判別最高値
ヴァルトブルク城

富士山

マチュピチュ

99.45(VGG19)

88.34(VGG19)

97.92(VGG16)

グランドキャニオン

姫路城

フィレンツェ

93.61(VGG16)

96.67(VGG19)

96.38(VGG19)

構成 B の最高値

94.64

各世界遺産の人による評価

83.2

5. 考察
画像の着眼点を調べられる Visualize_Activations の
アプリを使い, 調べたところ画像の注目すべき点を見
逃しているものなどは判別に支障が出ていると考えら
れる.画像の着目点を表 2 に示す.

判別 AI

表 2 画像の着目点

・・・・・・・・・・・・・・
画像の種類

着目点

ヨーロッパの城

国旗が掲げられている塔

れた画像を受け取り世界遺産か似て非になるものの判

日本の城

天守閣周辺

別を行う AI と複数の AI を用いた構造.

イタリアの街並み

ドーム型の建物

グランドキャニオン

地層

マチュピチュ

遺跡

富士山

山頂付近

図 2 構成 B
構成 B は, 画像の種類の判別を行う AI, その判別さ

用いた AI の種類は機械学習と呼ばれるパーセプトロ
ン, 3 層ニューラルネットワーク（以下 NN）, 深層学習
と呼ばれる 1 層 CNN, 2 層 CNN, 3 層 CNN, 4 層 CNN,
5 層 CNN, 6 層 CNN, 転移学習と呼ばれる VGG16,
VGG19, AlexNet, GoogleNet である. 画像数はヴァル
トブルク城, 富士山, マチュピチュ, グランドキャニオ
ン, フィレンツェ, 姫路城の 6 種類の世界遺産を 300 枚
ずつ, 各世界遺産に似ている画像を 300 枚ずつ集め、計
3600 枚のデータ数で行った.

6. まとめ
構成 A と構成 B では約１％程度しか差がない.
これは, 多くの中間層(畳み込み層, プーリング層)が構
成 B におけるシーン分類や班別の機能を自動的に有し
ているからだと考える.

