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PRMUPRMUアルゴリズムコンテストアルゴリズムコンテスト

•• パターン認識・メディア理解パターン認識・メディア理解(PRMU)(PRMU)のの

若手研究者の育成を目的若手研究者の育成を目的

–– 具体的な課題を解決することの楽しさや、具体的な課題を解決することの楽しさや、

PRMUPRMU研究の面白さを体験してもらう研究の面白さを体験してもらう

アルゴリズムの完璧さよりも、若手研究者や学生の皆さ
んの独自の着眼点や素朴なアイディアを評価



過去のアルコン（過去のアルコン（19971997--20082008））
•• 第第11回回 ステレオグラムが見えるコンピュータアルゴリズムをステレオグラムが見えるコンピュータアルゴリズムを

作ってみませんか作ってみませんか? ? 

•• 第第22回回 ウサギをさがせウサギをさがせ
－パターン認識の基本問題にトライしませんか－－パターン認識の基本問題にトライしませんか－

•• 第第33回回 カメレオンはどこだ！カメレオンはどこだ！ －テクスチャ画像の領域分割－－テクスチャ画像の領域分割－

•• 第第44回回 わたしは誰？わたしは誰？ －顔画像からの個人識別－－顔画像からの個人識別－

•• 第第55回回 交通標識の認識交通標識の認識

•• 第第66回回 砂嵐から立体を見つけ出そう砂嵐から立体を見つけ出そう
－多眼ランダムドットステレオ－－多眼ランダムドットステレオ－

•• 第第77回回 そこにいるのは何人？そこにいるのは何人？ －画像からの人物係数－－画像からの人物係数－

•• 第第88回回 複数の写真からパノラマ写真を作ろう複数の写真からパノラマ写真を作ろう
－画像のモザイキング－－画像のモザイキング－

•• 第第99回回 侵入物を探せ侵入物を探せ －物体領域抽出－－物体領域抽出－

•• 第第1010回回 編集を賢くお手伝い！編集を賢くお手伝い！ ～映像のショット分割～～映像のショット分割～

•• 第第1111回回 ジグソーパズルを完成させよう！ジグソーパズルを完成させよう！
――マッチングによる画像復元マッチングによる画像復元――

•• 第第1212回回 騎士（ナイト）を数えナイト騎士（ナイト）を数えナイト
―画像に含まれる特定物体の計数――画像に含まれる特定物体の計数―



審査員（13名）実行委員会実行委員会
•• 実行委員長実行委員長

–– 美濃美濃 導彦（京都大学）導彦（京都大学）

•• 実行委員（実行委員（2020名）名）
–– 新田新田 直子（大阪大学）直子（大阪大学）
–– 喜多喜多 泰代（産業技術総合研泰代（産業技術総合研

究所）究所）
–– 清水清水 郁子（東京農工大学）郁子（東京農工大学）
–– 杉山杉山 将（東京工業大学）将（東京工業大学）
–– 高橋高橋 隆史（龍谷大学）隆史（龍谷大学）
–– 出口出口 大輔（名古屋大学大学大輔（名古屋大学大学

院）院）
–– 羽下羽下 哲司（三菱電機株式会哲司（三菱電機株式会

社）社）
–– 岩村岩村 雅一（大阪府立大学）雅一（大阪府立大学）
–– 新井新井 啓之（啓之（NTTNTTサイバースサイバース

ペース研究所）ペース研究所）
–– 石井石井 育規（パナソニック）育規（パナソニック）

–– 内橋内橋 真吾（富士ゼロックス株式真吾（富士ゼロックス株式
会社）会社）

–– 帆足帆足 啓一郎（啓一郎（KDDIKDDI研究所）研究所）
–– 松井松井 淳（淳（NHKNHK放送技術研究所）放送技術研究所）
–– 山口山口 晃一郎（豊田中央研究所）晃一郎（豊田中央研究所）
–– 前田前田 英作（英作（NTTNTT））
–– 佐藤佐藤 洋一（東京大学）洋一（東京大学）
–– 内田内田 誠一（九州大学）誠一（九州大学）
–– 亀田亀田 能成（筑波大学）能成（筑波大学）
–– 山口山口 修（東芝）修（東芝）
–– 神原神原 誠之（奈良先端大学院大学）誠之（奈良先端大学院大学）

•• 協力協力
–– 中島中島 悠太（大阪大学）悠太（大阪大学）
–– 浅野浅野 宏一（大阪大学）宏一（大阪大学）
–– 吉田吉田 好（大阪大学）好（大阪大学）
–– 佐藤佐藤 慶子（大阪大学）慶子（大阪大学）



第第1313回コンテスト概要回コンテスト概要

課題：課題：見かけの同じ物体を複数種類含む画像に対し、見かけの同じ物体を複数種類含む画像に対し、

各種類の物体がどこにあるかを検出する各種類の物体がどこにあるかを検出する



レベル構成レベル構成
出現する物体は平面的なものに限定出現する物体は平面的なものに限定

•• レベル１：レベル１：
22種類の物体画像を任意背景に合成した画像＋物体領域を示種類の物体画像を任意背景に合成した画像＋物体領域を示
すマスク画像、物体画像に対して大きさの変化やオクルージョンすマスク画像、物体画像に対して大きさの変化やオクルージョン

（画像の隠れ）なし（画像の隠れ）なし

•• レベル２：レベル２：
22種類の物体を白い平面に並べ撮影した実画像のみ、種類の物体を白い平面に並べ撮影した実画像のみ、

物体はすべて同じ面が見えるように配置され、オクルージョンな物体はすべて同じ面が見えるように配置され、オクルージョンな
し、照明条件や経年変化などによる違いありし、照明条件や経年変化などによる違いあり

•• レベル３：レベル３：
何種類かの物体を白い平面に並べ撮影した実画像のみ、何種類かの物体を白い平面に並べ撮影した実画像のみ、
物体はすべて同じ面が見えるように配置され、オクルージョンあ物体はすべて同じ面が見えるように配置され、オクルージョンあ
り、照明条件や経年変化に加え、破損や汚れによる違いありり、照明条件や経年変化に加え、破損や汚れによる違いあり



レベル１：レベル１：
22種類の物体画像を任意背景に合成した画像＋物体領域種類の物体画像を任意背景に合成した画像＋物体領域

を示すマスク画像、物体画像に対して大きさの変化やオクを示すマスク画像、物体画像に対して大きさの変化やオク
ルージョンルージョン （画像の隠れ）なし（画像の隠れ）なし



レベル２：レベル２：
22種類の物体を白い平面に並べ撮影した実画像のみ、種類の物体を白い平面に並べ撮影した実画像のみ、

物体はすべて同じ面が見えるように配置され、オクルージョンなし、物体はすべて同じ面が見えるように配置され、オクルージョンなし、
照明条件や経年変化などによる違いあり照明条件や経年変化などによる違いあり



レベル３：レベル３：
何種類かの物体を白い平面に並べ撮影した実画像のみ、何種類かの物体を白い平面に並べ撮影した実画像のみ、
物体はすべて同じ面が見えるように配置され、オクルージョンあり、物体はすべて同じ面が見えるように配置され、オクルージョンあり、
照明条件や経年変化に加え、破損や汚れによる違いあり照明条件や経年変化に加え、破損や汚れによる違いあり



応募に必要なもの応募に必要なもの

1.1. 各種類の物体がどこにあるかを検出する関数各種類の物体がどこにあるかを検出する関数
の実装の実装

–– CC言語（言語（ANSIANSI--CC準拠）準拠）

–– OpenCVOpenCV--1.01.0の利用可能の利用可能

2.2. アルゴリズム説明書（アルゴリズム説明書（A4A4、２～５ページ）、２～５ページ）

配布物

プログラム一式

サンプル画像（各レベル5枚）＋正解データ



スケジュールスケジュール

•• 公開開始：公開開始：44月月2222日（水）日（水）

•• 応募開始：応募開始：55月月2929日（金）日（金）

•• 応募締切：応募締切：77月月2727日（月）日（月）

45人（グループ）からのべ55件の応募



応募総数の推移応募総数の推移
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応募数応募数

ただし、のべ件数

レベル１
３３件

レベル２
２１件

レベル３
１件



応募者の学年応募者の学年

ただし、のべ件数
グループ応募は代表者

B4
15

M1
27

M2
3

B2
3

D1
3

社会人
2

高専5年
1

高専
専攻科

1年
1



審査基準審査基準

•• 客観評価客観評価

–– 出力結果の正しさ（得点：出力結果の正しさ（得点：100100点満点）点満点）

–– 処理時間処理時間

•• 主観評価（主観評価（1010段階）段階）

–– アルゴリズムの独自性、アイディアアルゴリズムの独自性、アイディア



出力結果の正しさ（得点）出力結果の正しさ（得点）
•• 分類結果に対し、各種類の物体の代表例を決めてもらう分類結果に対し、各種類の物体の代表例を決めてもらう

•• 抽出矩形と正解矩形を対応付けて各種類に対して抽出矩形と正解矩形を対応付けて各種類に対してFF値（再現率、値（再現率、

精度）を算出精度）を算出

•• 各種類の物体の数の割合に基づいた各種類の物体の数の割合に基づいた FF値の加重平均値の加重平均××100100



審査プロセス審査プロセス
•• 客観評価：客観評価： 77月月2828日（火）～日（火）～ 88月月33日（月）日（月）

–– 応募されたプログラムを実行し、サンプル画像応募されたプログラムを実行し、サンプル画像55枚と枚と
非公開の評価用画像非公開の評価用画像77～～88枚の計枚の計1212～～1313枚に対する枚に対する
得点と処理時間を計測得点と処理時間を計測

•• 主観評価：主観評価：88月月44日（火）～日（火）～ 88月月1717日（月）日（月）
–– 応募アルゴリズムの説明書、ソースコード、出力画像応募アルゴリズムの説明書、ソースコード、出力画像
と客観評価の結果を審査員に提示し、と客観評価の結果を審査員に提示し、1010段階の主観段階の主観
評価とコメントを提出していただ評価とコメントを提出していただいたいた

•• 議論：議論： 88月月1818日（火）～日（火）～ 88月月2424日（月）日（月）
–– 客観評価と主観評価の結果に基づいて受賞アルゴリ客観評価と主観評価の結果に基づいて受賞アルゴリ
ズム案を作成し、ズム案を作成し、審査員全審査員全員による議論を経て最終員による議論を経て最終
的な審査結果とした的な審査結果とした

公平を期すため、審査期間中、審査委員には個
人を特定できる情報を一切提供しなかった



レベル１評価用画像レベル１評価用画像



レベル２評価用画像レベル２評価用画像



レベル３評価用画像レベル３評価用画像



客観評価における客観評価における
平均得点と平均処理時間平均得点と平均処理時間
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レベル１講評レベル１講評

•• 一番応募が多かった一番応募が多かった
–– 特徴量の工夫がほとんど特徴量の工夫がほとんど

回転を考慮し円領域や輪郭に注目したものが多い回転を考慮し円領域や輪郭に注目したものが多い
–– ラベリング方法の改良で高速化ラベリング方法の改良で高速化
–– 分類は分類はkk--meansmeansか閾値処理がほとんどか閾値処理がほとんど

•• 結果も割とよい結果も割とよい
–– ほとんどがほとんどが88割以上正解割以上正解
–– 処理時間は処理時間は11～～22秒が多いが、秒が多いが、0.10.1秒以内でも同等もしく秒以内でも同等もしく

はそれ以上の精度を出すものもはそれ以上の精度を出すものも



レベル２講評レベル２講評

•• 半分（半分（10/2110/21件）はレベル１にも応募件）はレベル１にも応募

–– レベル１のアルゴリズム＋マスク画像生成が多いレベル１のアルゴリズム＋マスク画像生成が多い

–– 分類よりも物体抽出に集中？分類よりも物体抽出に集中？

–– 照明変動に対応する特徴量照明変動に対応する特徴量

•• レベル１よりも性能にばらつきが出たレベル１よりも性能にばらつきが出た

–– 77割正解したら上出来割正解したら上出来(6/21(6/21件）件）

–– 0.10.1秒以内で秒以内で88割正解のものから約割正解のものから約11分かかるものまで分かかるものまで

–– 画像によって得点に大きな差が出た（画像によって得点に大きな差が出た（00点～点～100100点）点）

–– 結果が出ない画像も結果が出ない画像も



レベル３講評レベル３講評

•• 応募応募はは11件のみ件のみ
–– 今回は今回はOpenCVOpenCVの使用を認めたことで、難しくしてみたが、の使用を認めたことで、難しくしてみたが、

難しすぎた？難しすぎた？

–– チャレンジ精神がすばらしい！チャレンジ精神がすばらしい！

•• 物体抽出の工夫物体抽出の工夫
–– 結果があまりよくなかったのは残念結果があまりよくなかったのは残念．．．．．．



審査結果審査結果

•• 入賞３名入賞３名

•• 優秀賞２名優秀賞２名

•• 最優秀賞１名最優秀賞１名

•• 審査員特別賞１名審査員特別賞１名



パターン認識・メディア理解パターン認識・メディア理解(PRMU)(PRMU)研究会研究会

アルゴリズムコンテストアルゴリズムコンテスト





審査員特別賞審査員特別賞

•• 大倉大倉 史生史生（（おおくらおおくら ふみおふみお））
奈良先端科学技術大学院奈良先端科学技術大学院大学大学 情報科学研究科情報科学研究科
視覚情報メディア講座（横矢視覚情報メディア講座（横矢研究室研究室）） M1M1

•• 応募レベル２応募レベル２

•• 平均スコア平均スコア51.051.0点、平均計算時間点、平均計算時間0.7560.756秒秒

•• 講評講評
–– 特徴点ベースで特徴を抽出しているところに独自性がみ特徴点ベースで特徴を抽出しているところに独自性がみ
られる。られる。

–– 回転不変の特徴量の工夫がされている。色情報の用い回転不変の特徴量の工夫がされている。色情報の用い
方が不十分である。うまく働いていないように見えるが、方が不十分である。うまく働いていないように見えるが、
マスク作成処理の難しさへの対応が検討されている。マスク作成処理の難しさへの対応が検討されている。

空気洗浄機





入賞入賞

•• 小川小川 文夫文夫（（おがわおがわ ふみおふみお））
広島市広島市立大学立大学 大学院情報大学院情報科学科学研究科研究科
知能工学専攻知能工学専攻 画像画像メディア工学研究室メディア工学研究室 M1M1

•• 応募レベル２応募レベル２

•• 平均スコア平均スコア68.468.4点、平均計算時間点、平均計算時間2.7762.776秒秒

•• 講評講評
–– 画素値とその配置を含めた回転不変特徴量に着目した画素値とその配置を含めた回転不変特徴量に着目した
点が良い。丁寧なマスク抽出処理が行われている。色特点が良い。丁寧なマスク抽出処理が行われている。色特
徴がうまく利用されていない。照明変動は考慮されている。徴がうまく利用されていない。照明変動は考慮されている。

ワイヤレスステレオヘッドホン
Sony MDR-RF5000K



入賞入賞
Apple iPod nano 8GB

•• 川崎川崎 亨亨 （（かわさきかわさき とおるとおる））
広島市広島市立大学立大学 大学院情報大学院情報科学研究科科学研究科
知能工学専攻知能工学専攻 知識工学知識工学研究室研究室 M1M1

•• 応募レベル２応募レベル２

•• 平均スコア平均スコア80.480.4点、平均計算時間点、平均計算時間1.6841.684秒秒

•• 講評講評
–– 複数のエッジ抽出法（正規化手法）を新たに提案しており、複数のエッジ抽出法（正規化手法）を新たに提案しており、
かつ、実験結果も良いので、新規性・有効性ともに高いとかつ、実験結果も良いので、新規性・有効性ともに高いと
思われる。思われる。

–– ＲＧＢそれぞれのエッジを特徴量とし正規化を用いて照明ＲＧＢそれぞれのエッジを特徴量とし正規化を用いて照明
変動に対処している点には独自性がある。変動に対処している点には独自性がある。KK--meansmeansの初の初
期クラスタ決定、マスク領域の面積しきい値の決定などに期クラスタ決定、マスク領域の面積しきい値の決定などに
工夫がみられる。工夫がみられる。



入賞入賞
二ンテンドーDSi

•• 丸山丸山 拓馬拓馬 （（まるやままるやま たくまたくま））
電気通信大学電気通信大学 情報工学科情報工学科
柳井柳井研究室研究室 B4B4

•• 応募レベル１応募レベル１

•• 平均スコア平均スコア90.290.2点、平均計算時間点、平均計算時間0.0290.029秒秒

•• 講評講評
–– レベルヒストグラムと平均色を用いた高速な手法。認識対レベルヒストグラムと平均色を用いた高速な手法。認識対
象に制限があるものの、他とは違う面白いアイディア。象に制限があるものの、他とは違う面白いアイディア。

–– レベルヒストグラムを求め、平均値を特徴量としている。レベルヒストグラムを求め、平均値を特徴量としている。
平均値では情報を落としすぎている可能性大。輪郭上で平均値では情報を落としすぎている可能性大。輪郭上で
の画素の並びに関する情報の多くは失われている。内部の画素の並びに関する情報の多くは失われている。内部
パターンの位置の違いで区別しなくてはならない対象でパターンの位置の違いで区別しなくてはならない対象で
苦戦。苦戦。





優秀賞優秀賞
•• 藤藤 賢一朗（ふじ賢一朗（ふじ けんいちろう）けんいちろう）

宮崎大学宮崎大学 工学部工学部 電気電子工学科電気電子工学科

集積技術研究室集積技術研究室 B4B4

•• 応募レベル１応募レベル１

•• 平均得点平均得点95.295.2点、平均計算時間点、平均計算時間1.8621.862秒秒

•• 講評講評
–– 平凡な特徴量から識別性の高いものを選定して利用する平凡な特徴量から識別性の高いものを選定して利用する
ことで性能向上を図っている。ことで性能向上を図っている。

–– 他の手法と比較し、ユニークでかつ本課題によく適合した他の手法と比較し、ユニークでかつ本課題によく適合した
特徴量を用いている。さらに、有効であろう特徴量の選択、特徴量を用いている。さらに、有効であろう特徴量の選択、
クラスタリングの活用と、特徴量の持つ豊富な情報量をうクラスタリングの活用と、特徴量の持つ豊富な情報量をう
まく使う配慮もなされている。まく使う配慮もなされている。

ポータブル防水DVDプレーヤー
TWINBIRD DVD ZABADY VD-J713CW



優秀賞優秀賞
ホームシアターシステム 5.1ch

DENON DHT-M380-M

•• 糟谷糟谷 望（かすや望（かすや のぞむ；のぞむ；D1D1））
•• 宇津野宇津野 雄亮（うつの雄亮（うつの ゆうすけ；ゆうすけ；M1M1））
•• 藤垣藤垣 真人（ふじがき真人（ふじがき まこと；まこと；M1M1））
•• 徳本徳本 晋之介（とくもと晋之介（とくもと しんのすけ；しんのすけ；B4B4））

–– 筑波大学筑波大学 大学院システム情報工学研究科大学院システム情報工学研究科
知能機能システム専攻知能機能システム専攻 画像情報研究室画像情報研究室

–– 筑波大学筑波大学 第三学群工学システム学類第三学群工学システム学類 画像情報研究室画像情報研究室

•• 応募レベル２応募レベル２
•• 平均得点平均得点82.382.3点、平均計算時間点、平均計算時間0.080.08秒秒

•• 講評講評
–– 識別処理は色と形状を明示的に取り上げ照明変動を考識別処理は色と形状を明示的に取り上げ照明変動を考
慮するなど理にかなっている。評価値の分散を用いて識慮するなど理にかなっている。評価値の分散を用いて識
別に用いる特徴量を選択している点が良い。マスク作成別に用いる特徴量を選択している点が良い。マスク作成
処理には不安が残る。処理には不安が残る。





最優秀賞最優秀賞

•• 岡田岡田 行史（おかだ行史（おかだ ゆきふみ）ゆきふみ）
広島市立大学広島市立大学 大学院情報科学研究科大学院情報科学研究科

知能工学専攻知能工学専攻 パターン認識研究室パターン認識研究室 M1M1

•• 応募レベル２応募レベル２

•• 平均得点平均得点85.485.4点、平均計算時間点、平均計算時間0.7410.741秒秒

•• 講評講評
–– 形や模様を区別するために、物体中心からの距離を特徴形や模様を区別するために、物体中心からの距離を特徴
量計算に利用する考え方はとてもおもしろい。量計算に利用する考え方はとてもおもしろい。

–– 特徴ベクトルを求める方法は独創的が高く、かつ、その効特徴ベクトルを求める方法は独創的が高く、かつ、その効
果が実験結果に反映されている。果が実験結果に反映されている。

任天堂 Wii本体＋Wii Fit



パターン認識・メディア理解パターン認識・メディア理解(PRMU)(PRMU)研究会研究会

アルゴリズムコンテストアルゴリズムコンテスト



入賞者によるアルゴリズム紹介入賞者によるアルゴリズム紹介
•• 審査員特別賞審査員特別賞

–– 大倉大倉 史夫史夫 「特徴点で作られる三角形と「特徴点で作られる三角形と55次元ハッシュテーブルを次元ハッシュテーブルを
用いた手法」用いた手法」

•• 入賞入賞
–– 小川小川 文夫「円周に存在する画素集合の分散を特徴量として用い文夫「円周に存在する画素集合の分散を特徴量として用い

たクラス分類法」たクラス分類法」
–– 川崎川崎 亨亨 「空と真っ赤と天空のサラダ」「空と真っ赤と天空のサラダ」
–– 丸山丸山 拓馬拓馬 「細線化処理によるレベルヒストグラム」「細線化処理によるレベルヒストグラム」

•• 優秀賞優秀賞
–– 藤藤 賢一朗賢一朗 「色の重心位置を利用した判別アルゴリズム」「色の重心位置を利用した判別アルゴリズム」
–– 糟谷糟谷 望望 「適切な特徴を選択して用いるクラスタリング方式」「適切な特徴を選択して用いるクラスタリング方式」

•• 最優秀賞最優秀賞
–– 岡田岡田 行史行史 「背景が白であることを利用した物体の識別」「背景が白であることを利用した物体の識別」



パターン認識・メディア理解パターン認識・メディア理解(PRMU)(PRMU)研究会研究会

アルゴリズムコンテストアルゴリズムコンテスト



WebWeb画像マイニング画像マイニング
－－WebWeb上の膨大な上の膨大な

画像データからの知識発見－画像データからの知識発見－

•• 講師：柳井啓司講師：柳井啓司（（電気通信大学電気通信大学））
–– 19971997年東京大学大学院工学系研究科情報工学専攻年東京大学大学院工学系研究科情報工学専攻
修士課程了．同年電気通信大学情報工学科助手．修士課程了．同年電気通信大学情報工学科助手．
20062006年同助教授．年同助教授．20072007年同准教授，現在に至る．年同准教授，現在に至る．

–– 20032003年から年から20042004年まで，文部科学省在外研究員とし年まで，文部科学省在外研究員とし
て米国アリゾナ大学に滞在．博士（工学）．て米国アリゾナ大学に滞在．博士（工学）．

–– 画像認識等画像認識等の研究に従事．電子情報通信学会，情報の研究に従事．電子情報通信学会，情報
処理学会，人工知能学会，処理学会，人工知能学会，IEEE CSIEEE CS，，ACMACM各会員．各会員．


