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くずし字認識のための Kaggle 機械学習コンペティションの経過
と成果
北本 朝展・カラーヌワット タリン（ROIS-DS 人文学オープンデータ共同利用センター・国立情
報学研究所）
Alex Lamb（MILA, Université de Montréal）
Mikel Bober-Irizar（University of Cambridge）
機械学習（ディープラーニング）を活用したくずし字 OCR の研究が盛り上がりを見せている。こう
した研究をさらに後押しするために、我々は世界最大の機械学習コンペプラットフォームである
Kaggle 上で、2019 年 7 月から 10 月にかけて「くずし字認識」コンペを開催した。本論文はこのコン
ペの準備・経過・成果の各段階について、実際に行ったこととそこから得られた教訓をまとめるとと
もに、人文情報学の分野で機械学習コンペを活用することの価値を検討する。

Progress and Results of Kaggle Machine Learning Competition for Kuzushiji
Recognition

Asanobu Kitamoto / Tarin Clanuwat (ROIS-DS Center for Open Data in the Humanities / National Institute
of Informatics)
Alex Lamb (MILA, Université de Montréal)
Mikel Bober-Irizar (University of Cambridge)
Kuzushiji OCR using machine learning (deep learning) has attracted many people’s interests. To push forward
this line of research, we held a machine learning competition “kuzushiji recognition” between July and October,
2019 on Kaggle, which is globally the largest platform for machine learning competitions. This paper
summarizes what we did and what we learn from the competition on the preparation, progress, and results stages,
and discusses the value of machine learning competitions in digital humanities research.

１．まえがき
機械学習を用いたくずし字認識研究は、近年の
機械学習用データセットの公開によって新たな
展開を見せつつある。例えば ROIS-DS 人文学オ
ープンデータ共同利用センター（CODH）は、
「日
本古典籍くずし字データセット」として、国文学
研究資料館や国立国語研究所などが所蔵する古
典籍から収集したくずし字のデータセットを公
開している[1]。
その規模は 2019 年 1 月現在、4,645
文字種、684,165 文字に達し、2019 年 11 月には
100 万文字以上にさらに拡大する予定である。ま
た、機械学習コミュニティでの利用を想定し、ア
ラビア数字の手書き文字データセット MNIST と
互換形式のデータセット Kuzushiji-MNIST を公開
した[2]。このデータセットは既存の機械学習ソフ
トウェアから簡単に使えることから、世界各地に
おいて機械学習の研究や教育に普及しつつある。
機械学習の研究では、各種アルゴリズムの性能
を共通のデータセットに基づき比較するという、
コンペティション（コンペ）型の研究スタイルが
広まっている[3]。この研究スタイルを「くずし字
認識」研究にも適用するため、筆者らは Kaggle
コンペ「Kuzushiji Recognition」[4]を 2019 年 7 月

19 日から 10 月 14 日まで開催した。本論文は、
このコンペの準備・経過・成果を述べるとともに、
そこから得られた教訓をまとめる。

２．Kaggle コンペティションとは？
Kaggle（https://www.kaggle.com/）はデータサ
イエンティストのコミュニティとしては世界最
大であり、会員登録は 300 万人以上に達している。
ここでは常時いくつかのコンペが開催されてお
り、参加者はコンペ用データセットをダウンロー
ドし、自らのアルゴリズムを開発し、その結果を
アップロードすることで、アルゴリズムの性能を
競うことができる。スコアは自動的に計算されリ
ーダーボードが更新されるため、時々刻々と順位
が入れ替わることになる。そしてコンペ終了後に
入賞者は prize を受け取れるというのが、参加者
から見た Kaggle コンペの概要である。
一方、主催者側から見た Kaggle コンペの概要
とは以下のようなものである。まずデータセット
と評価指標、コンペの説明文等を Kaggle に提出
する。その後 Kaggle 側ではプラットフォームに
データとスコア計算プログラムを登録してコン
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ペを開始する。コンペの開催中は、参加者の間に
情報格差が生じないよう、主催者はコンペの経過
にできるだけ介入しない。コンペが終了すると、
主催者は入賞者の成果物にアクセスできるよう
になり、それを受け取り Kaggle から参加者に
prize が渡されることでコンペは終了する。この
とき、成果物はオープンソースとして公開される
ことが多いため、主催者は成果物を独占できると
は限らない。むしろ成果をオープン化することで
優れたアルゴリズムを研究コミュニティで共有
するとともに、優れた開発者と知り合い、問題の
重要性を世界的に広報できる点にも Kaggle コン
ペの利点がある。
Kaggle コ ン ペ の 主 力 は Research コ ン ペ と
Featured コンペであり、ランキング上位のチーム
には prize だけでなく Kaggle ポイントも付与され
ることが多い。一方、Playground コンペはより入
門的なコンペと位置づけられ、賞金やポイントが
付与されるものは少ない。さらに Knowledge や
Kudos のように、入賞者にはほとんど報酬がない
コンペもある。しかし Kaggle 参加者の目的はか
ならずしも prize などの賞金にあるわけではなく、
機械学習の勉強や、コンペ自体を楽しみに参加す
る人々も多い。さらに重要なのがポイントである。
Kaggle にはいくつかの称号があり、その最上位で
ある Grandmaster となるには、複数の Research ま
たは Featured コンペで金メダルを獲得する必要
がある。通常は複数人がチームを組み、共同で金
メダルの獲得を目指すことが多いが、一人で金メ
ダルを獲得しない限り Grandmaster になることは
できない。その目標に向かってポイントを稼ぐこ
とに集中するというのが熱心な Kaggle 参加者の
典型的な姿である。なお Kaggle コンペのより詳
しい情報については、文献[5]を参考にされたい。

の種類と出現数がいずれも未知の状況で、すべて
の文字の文字種（Unicode）と座標の集合を出力
するというのが問題である。ただし一般的な OCR
とは異なり、文字の読み順を推定する必要はない。
これは古典籍に対するレイアウト解析という困
難な問題を回避し、文字を認識する能力のみに焦
点を合わせた問題設定である。
図 1 に Kaggle データセットの例を示す。図や
テキストが混在したページにおいて、それぞれの
文字に対して文字種と外接長方形の座標を付与
したものがデータセットとなる。そして正解を公
開した訓練データで学習し、正解を公開しないテ
ストデータに対する予測を提出する。それに対し
て、文字種が正解と一致し、かつ文字位置が外接
四角形に含まれる場合を正解とし、どちらか一つ
でも正しくない場合は不正解とする。最後に、以
下の式で F1 スコアを計算し、これをアルゴリズ
ムの評価指標とする。
F1 = 2

precision ∗ recall
precision + recall

ここで precision は、予測した文字の中での正解の
割合、recall はすべての文字のうち正解となった
文字の割合である。この両方が平均的に優れてい
ると F1 スコアが高くなる。
この F1 スコアは必ずしもベストな評価指標と
は言えない。特に問題なのが、出現頻度が少ない
漢字を「捨てる」ことで全体のスコアを向上させ
る戦略が有利になってしまう点である。実際の利
用者となる人文学者としては、出現頻度が少ない
漢字でも候補を示せるような recall 重視のくずし
字認識が望ましい。アルゴリズムは評価指標を最
大化するように改善するため、この評価指標が間
接的にコンペの方向性を決めることになる。

３．くずし字認識コンペの準備
3.1 くずし字認識コンペの概要

Kaggle「くずし字認識」コンペは 2019 年 7 月
19 日から 10 月 14 日にかけて、CODH、国文研、
情報研の 3 者が主催した学術的なコンペである。
Kaggle コンペを日本で主催した例はまだ少なく、
このコンペはリクルート・メルカリに次いで日本
で 3 例目、学術的なコンペとしては日本初である。
また人文学分野においては、コンペという形式を
用いた共創的な研究手法はまだ一般的ではない
[3]ため、Kaggle でも人文系のコンペは今回が初
となった。
「くずし字認識」コンペの問題設定は、実際の
ユースケースに近い実用的なタスクとした。古典
籍画像を入力すると、その画像中に含まれる文字

図 1：Kaggle データセットの例。
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3.2 機械学習コンペとリーク問題

Kaggle でも人文系コンペは今回が初めてだっ
たため、Kaggle 側と相互理解を進めながらコンペ
の企画を進めていくことになった。その過程で生
じた最大の問題がリーク（data leakage）である。
この問題の経過を以下でやや詳細にたどること
を通して、人文学分野で機械学習コンペを企画す
る場合に何が難しいのかをまとめてみたい。
機械学習のアルゴリズムの性能を評価する際
に、最も重要な概念は「汎化能力（generalization）」
である。特に教師あり学習の性能評価で重要なの
は、人間によるアノテーション済みの「既知デー
タ」に対する性能ではなく、まだ見たことのない
「未知データ」に対する性能である。しかし未知
データに対する評価とは自己矛盾的な表現であ
り、ここに機械学習アルゴリズムの性能評価の危
うさが潜んでいる。本当の未知データであれば評
価しようがないため、既知データを疑似的に未知
データとみなし、未知データを注意深く隔離する
ことで、性能を評価する方法がポイントとなる。
ここでよく用いられる方法がデータ分割であ
る。データセットを 2 個から数個のデータに分割
し、その一部を疑似的に未知データとみなして訓
練データから隔離するのである。ただしデータ分
割を注意深く行わないと、既知データから未知デ
ータを推測できてしまい、その相関を活用可能な
機械学習アルゴリズムは実態よりも高い性能を
示すという過大評価が生じる。これがリークの典
型的なパターンの一つである。
リークのもう一つのパターンは、未知データ
に関する情報が第三者から得られる場合である。
コンペの枠内では未知データを注意深く隔離し
たとしても、未知データに関する情報が外部から
入手できてしまえば、その相関を活用したアルゴ
リズムは望ましくない方法で高い性能を達成で
きてしまう。このような cheating もリークの典型
的なパターンである。
こうしたリークが発生すると機械学習アルゴ
リズムの性能を公正に比較できなくなるため、コ
ンペの信頼性は大きく低下する。そして、コンペ
が途中で中断したり、リークを不当に活用した参
加者がランキングから外されたりするなど、コン
ペは大きく混乱してしまう。こうした過去の経験
から、Kaggle ではリークを防ぐための様々な対策
に力を入れるようになった。しかし同時に、
Kaggle のランキングが金銭的・社会的な利益につ
ながる傾向も増しており、手段を選ばずに上位入
賞を狙うインセンティブは高まる一方である。な
んとか上位に食い込みたい参加者と、それを防ぎ
たいコンペ運営者との間ではいたちごっこが今
も続いている。こうした状況を踏まえ、リークを

防止できるかは、コンペを主催する上での最大の
課題となっている。

3.3 くずし字認識コンペとリーク問題
3.3.1 開放されたデータとリーク問題
くずし字認識コンペを主催する上で最大の課
題となったのも、このリーク問題であった。特に
第三者を経由したリークの可能性が議論の焦点
となった。そのような議論となった根本的な原因
は、今回のコンペに用いたくずし字データセット
の作成方法にあった。
くずし字データセットは、すでに翻刻が存在
する古典籍（特に有名な作品や価値があるものな
ど）を選び、その翻刻を参考にしながら翻字と文
字座標の設定を進めるという手順で構築した。し
かしこの方法は、翻刻がどこかで出版されていた
り、電子ファイルが公開されていたりする可能性
を高め、第三者経由でのリーク問題を発生させる
リスクを高める方法でもある。このような状況で、
リークを完全に防止する方法はあるだろうか。い
ったん世の中に出回った翻刻をすべて回収し、コ
ンペ参加者からのアクセスを封じることは事実
上不可能である。主催者である我々は、リーク問
題が発生するリスクを否定しきれなくなった。
もしリークを完全に防止したければ、データ
セットの構築段階からすべてのワークフローを
自らの管理下に置く必要がある。例えば、未発見
または誰も翻刻していないことが確定できる資
料を対象に、自らくずし字データセットを構築し、
そのデータを公開せずに厳重に管理する。こうし
たワークフローは企業データならば可能であろ
う。しかし人類が共有する文化遺産の場合は現実
的ではなく、オープンサイエンスの方針とも相性
が悪い。過去には他の Kaggle コンペでも、オン
ラインデータを活用したコンペなどで、リーク問
題はたびたび発生した。いったん開放されたデー
タを人為的に囲い込んで隔離することは不可能
であり、そうしたデータは厳格なコンペには適し
ていないというのが現実なのである。

3.3.2 Kaggle コンペの種類とその得失
リークの可能性を否定しきれない以上、くず
し字認識コンペは Kaggle の厳格な基準を満たせ
ない、との認識が徐々に強まってきた。そして最
終的には、Kaggle コンペの種類を Research コン
ペから Playground コンペに変更するという重大
な決断を迫られることになった。一方、当初から
決めていた prize は継続できたため、prize あり＋
ポイントなしという、Playground コンペとしては
異例の設定によるコンペの開催となった。
2 章で述べたように Kaggle コンペの種類は複
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数あるが、我々は最初から Research コンペを開催
するつもりで準備を進めてきた。その最大の理由
は、Research コンペでは Kaggle ポイントを付与
できる点にある。Kaggle 参加者が称号を得るため
にはポイントを稼ぐことが重要なため、コンペで
ポイントが得られるかどうかは、参加者数を大き
く左右する要因となる。そしてくずし字認識コン
ペがポイント付与のないコンペとなったため、何
人かの Kaggle 上級者が不参加を表明したことは
残念だった。コンペそのものの面白さよりも、ポ
イントの有無が参加の判断基準となるコミュニ
ティの雰囲気に、失望させられた面もなかったわ
けではない。しかしそのような状況にもかかわら
ず、コンペに全力で取り組んでくれた多くの参加
者には感謝の気持ちしかない。結果的には素晴ら
しい成果が得られ、Kaggle コンペとしては十分に
成功したと考えている。
また Playground コンペとなったことは、結果
的には悪いことばかりではなかった。第一に、コ
ンペの穴を探すことで勝利を目指すタイプの
人々が参加しなかったことで、参加者は落ち着い
て自分の解法を追究することができた。第二に、
リーク問題への懸念が後退したおかげで、近年増
えつつあるカーネルコンペ（コードを提出するコ
ンペ）ではなく、通常のコンペ（予測値を提出す
るコンペ）として開催することができた。カーネ
ルコンペの場合、Kaggle のインフラ上でコードを
実行するため、リーク問題に強くなる反面、参加
者は CPU や GPU などの計算リソースが厳しく制
約される中で競争しなければならなくなる。この
ような計算環境は、くずし字認識のように GPU
メモリと計算時間を大量に要求するコンペには
適していない。Research コンペとして開催する場
合、カーネルコンペとして開催する可能性が高か
ったことを考えると、これも参加者にとっては結
果的によい選択となった。
このように参加者数や競争の激しさの面では
確かに Research コンペに利点があるものの、
Playground コンペの開催によって質の高い解法
を集めることができたという面もあり、一概にど
ちらがよいかを判断することは難しいというの
が、Kaggle コンペを終えた時点での感想である。

3.4 データセットの準備

Kaggle コンペでは、データセットを、訓練デ
ータ、Public テストデータ、Private テストデータ
の 3 つに分割する必要がある。この分割をどのよ
うに行うかは、コンペの成否を左右する重要な作
業となる。その他、コンペの難易度を高め、リー
クを防ぐための工夫についても述べる。

3.4.1 訓練データとテストデータの分割
まず訓練データとテストデータの分割を考え
る。ここで注意しなければならないのは、データ
の相関である。3.2 で述べたように、リークを防
ぐには、訓練データがテストデータに関する情報
を与えないようにデータを分割する必要がある。
ここでよく使われる方法が、データセットに含ま
れるデータを乱数にしたがって複数のデータセ
ットに分割するという「ランダム分割」である。
しかしこの手法を適用する際には、これでテスト
データをきちんと隔離できるのかという点を確
認すべきである。
例えばランダム分割が不適切な問題の代表例
に系列性をもつデータがある。系列性がある場合、
近傍のデータはそれ以外よりも相関が高いため、
ランダム分割では類似データが訓練データとテ
ストデータの両方に入って、性能の過大評価につ
ながる。これを防ぐには系列内の相関と系列間の
相関とを区別して、注意深く分割する必要がある。
古典籍の文字も、同一の本には類似した文字
が多く出現するという意味では、ある種の系列性
を備えたデータと言える。例えば、すでに学習し
た本の別のページを認識するより、別の本のペー
ジを認識する方がはるかに難しい。また現実の
OCR に期待されるのは、すでに見た本の別ペー
ジの認識ではなく、まだ見ぬ本の認識である。こ
の目的を考えると、訓練データとテストデータの
分割は本ごとに行うべきと言える。ただし訓練デ
ータとテストデータの字形があまりに大きく異
なる（＝データの分布が大きく異なる）と、訓練
した結果がまったく無力化する場合も考えられ
る。こうした過小評価を避けるには、適度に字形
が類似している本を訓練データとテストデータ
に分割し、妥当な性能評価が行えるように配慮す
ることが必要である。

3.4.2 Public と Private テストデータの分割

次に Public テストデータと Private テストデー
タの分割を考える。Kaggle コンペでは、3.2 で述
べたリーク問題を防ぐため、コンペ期間中に利用
できる Public テストデータと、コンペ終了後に利
用できる Private テストデータの 2 つにテストデ
ータを分割する。コンペ期間中、参加者は Public
テストデータに対する性能を見ながらアルゴリ
ズムを調整するが、最終的には Private テストデ
ータで性能が評価されるため、Public と Private
のテストデータが大きく異なると、最終順位が大
きく変動する shake up という事象が発生する。こ
うした「悲劇」が起こらないように、Public テス
トデータと Private テストデータでランキングが
大きく変動しないよう、工夫する必要がある。
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図 3：ページ上部の注釈部分は「くずし字デ
ータセット」に含まれない。

図 2：ひらがなの合字「こと」は「くずし字
データセット」に含まれない。
くずし字認識コンペでは、テストデータのう
ち、Public データセットを 33%、Private データセ
ットを 67%とした。この両者に対するランキング
が大きく変動しないよう、我々は開発中のくずし
字認識アルゴリズム KuroNet [6]をベースライン
モデルとして活用することに した。そして、
KuroNet による文字認識のスコアがおおむね同じ
ようになるよう、本ごとの分割結果を調整した。
その結果、Public リーダーボードと Private リーダ
ーボードではほとんど順位が変動せず、この点は
コンペ参加者からも高く評価された。

3.4.3 データシャッフルとダミーデータ
公平なコンペとするためにできることは他に
もある。例えば各種のファイル名をランダムな名
前に変更することで、どの本に由来するデータな
のかを難読化する。また評価に関係しないダミー
データを大量に追加することで、人手によるアノ
テーションへの誘惑を低下させる。こうした数多
くの工夫を行うことで、コンペの品質を高めるこ
とはできる。ただしどんなに努力しても、何らか
の抜け道が残っているのではないかという心配
は尽きない。コンペの開催は、参加者の知恵と主
催者の注意深さとの戦いであり、そのプレッシャ
ーは相当に大きいことも痛感した。

3.5 データクリーニング
コンペではスコアのわずかな差でランキング
が決まってしまうため、データの問題がランキン
グに不当な影響を与えないよう、データの準備に
も細心の注意が要求される。そこで本コンペの元
データである「日本古典籍くずし字データセット」
を、文字と画像の両面から見直した。

3.5.1 文字のクリーニング
本コンペでは、文字コード（Unicode）と文字
検出位置の 2 つを用いて正解判定を行う。その前
提となるのは、字形と文字コードが一対一に対応
するという仮定であるが、この仮定が成立しない
場合に関する対応を可能な限り行った。
第一に、旧字と新字の問題である。「くずし字
データセット」では、旧字と新字を別々の Unicode
に分類する方法を用いているが、実際には旧字の
Unicode と新字の Unicode のそれぞれに旧字の字
形と新字の字形が混在し、字形だけでは旧字と新
字を区別できない場合があった。そこで、旧字と
新字を厳密に区別して分類し直すことはせず、検
索などでの利便性も考慮して、常用漢字について
は旧字を新字に統合することとした。これにより
旧字と新字の双方とも、新字の Unicode を正解と
するようになった。
第二に、字母と漢字の問題である。例えば「類」
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はひらがな「る」の字母として出現する場合と、
漢字の「類」として出現する場合があるが、くず
し字データセットでは両者が混在しているため、
ほとんど同じ字形が「る」と「類」の両方に出現
する。また字母「无」は、「む」「も」「ん」に共
通、字母「夜」は「や」「よ」に共通のため、や
はりほぼ同じ字形が複数の Unicode に出現する。
さらに、ひらがな「は」とカタカナ「ハ」、漢字
の「八」は、非常に類似した字形が 3 種類の異な
る文字種に出現し、字形だけで正確に区別するこ
とは困難である。この問題がスコアを下げる要因
となる可能性はあるが、今回のコンペではこれら
への対応は行わないこととした。
第三に、Unicode に存在しない文字の問題であ
る。例えば合略仮名「こと」は、現状の Unicode
では文字コードが定義されていないため、くずし
字データセットでは翻字しない文字との記録に
なる。しかし画像上では明らかにその場所に文字
が存在するため、くずし字認識アルゴリズムがそ
こに何らかの文字を読み取ろうとして失敗する
パターンが起こりうる（図 2）。現状ではこの問
題に対応しないこととしたが、くずし字の
Unicode 登録が進展しつつある現状を踏まえれば、
Unicode に新たな文字が登録された段階でくずし
字データセットも更新すべきであろう。
第四に、出現頻度が小さい文字の問題である。
この場合、学習データに存在せずテストデータに
のみ存在する文字が生じることがあるが、これは
正解しようがないため、そうした文字が出現する
画像はテストデータから削除した。
最後に、ルビの問題がある。現在のくずし字デ
ータセットはルビを翻字対象としていないが、将
来的にはルビも加えるべきだろう。今回のコンペ
では、ルビを正しく読んでしまうとスコアを下げ
る要因になる。ただしルビは文字サイズが明らか
に小さいため、小さい文字の認識に失敗するアル
ゴリズムは、結果的に影響を受けないことになる。

3.5.2 画像のクリーニング
くずし字データセットの問題は、画像中に出現
するのに翻字がない場合、そして画像では完全に
見えないのに翻字がある場合の 2 点である。これ
らはスコアを下げる要因となるため、以下の方法
で修正を行った。
まず翻字がない場合については、本の所有者が
自分で注釈を行った場合（図 3）、あるいは見開
きの別ページが画像に入り込んでいる場合など
に発生する。これらの文字を認識するとスコアが
下がるため、その部分を画像から切り取る、ある
いは文字を背景色で塗りつぶすなどの方法によ
り、これらの文字を画像から消去した。

図 4：くずし字認識コンペの上位 10 名の
Private リーダーボード。
。
一方、翻字がある場合については、文字がのど
に入り、きちんと開けない本を撮影する場合など
に生じる。これらは文字認識に十分な情報が画像
から得られないことから、これらの文字を字形デ
ータから消去することにした。

４．コンペティションの経過と成果
4.1 コンペティションの経過

くずし字認識コンペは、7 月 19 日から 10 月
14 日までの約 3 か月間にわたって開催され、最
終的には、293 Teams、338 Competitors、2,652
Entries という規模となった。また 2019 年 10 月
27 日現在、ディスカッションのトピックは 63、
パブリックなノートブックは 40 であり、これら
は今後も増える可能性がある。
優勝者のスコアは 0.95079 であった。2 位のス
コアは 0.950688 であり、1 位と 2 位の差は小数点
以下 4 桁の差となった。ベースラインモデルであ
る KuroNet のスコアが 0.902 相当であることを考
えると、コンペによって自分たちでは試せない優
れた解法を集めることができた。
参加者の国籍は厳密にはわからないが、トッ
プ 10 となったチームを分析すると、日本を拠点
とするチームが少なくとも 4 つ、その他、中国、
ロシア、ドイツなど、世界規模で上位入賞者が生
まれた。そしてくずし字が読めることは、コンペ
の上位入賞には必須でないことも判明した。
リーダーボードには、開始後 4 日で早くもス
コア 0.8 を上回る参加者が登場したことは驚きで
あった。これは既存のアルゴリズムを適用するだ
けで、比較的高いスコアを出せたことを示してい
る。続いて 2 週目には、新たな参加者が 1 位に登
場、さらに 3 週目にはまた新たな参加者が 2 位に
登場。その参加者はやがてトップに踊り出て、コ
ンペの後半まで 1 位を独走し続けた。しかし残り
が 1－2 週間程度となってトップ争いは激しさを
増した。そして日々トップが入れ替わる中で、下
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の方から急浮上してくる参加者も出てくる。そし
て最後の最後に 1 位が入れ替わり、コンペは終了
した。2 名ほどの参加者は失格となったものの、
293 チームの順位が確定した。

4.2 コンペティションの成果

う。このように領域候補の提案とバウンディング
ボックスの回帰を行うのが基本的な動作である。
これに対し Faster R-CNN [9]は、物体領域候補
を提案する部分に region proposal network を導入
した点が新しい。バウンディングボックスのパラ
メータを予測する回帰ネットワークと物体の有
無を予測する分類ネットワークの 2 つを結合す
ることが、計算の効率化に有効なことを示した。
こ の Faster R-CNN を 多段に接 続したのが
Cascade R-CNN [10]である。Faster R-CNN では物
体の有無を判定するしきい値が存在するが、この
しきい値の設定が難しく精度を下げる要因にな
っていた。そこでこのしきい値を徐々に高めるよ
うに Faster R-CNN を多段接続し、より確実に物
体検出を行うのが基本的なアイデアである。
Cascade R-CNN の畳み込み部分に相当するバ
ッ ク ボ ー ン ネ ッ ト ワ ー ク に は HRNet
（High-Resolution Net）を用いた。HRNet は多重
解像度の特徴マップを利用し、高解像度の特徴表
現を失わずに保持できる点に特徴がある。
最後に複数のモデルを組み合わせて予測を行
うアンサンブル手法により、2 組のパラメータ設
定で得られる HRNet を組みわせた。アンサンブ
ルによって精度を向上させるテクニックは
Kaggle コンペではおなじみであり、そうした経験
が最後の首位浮上に効いたと考えられる。
このソースコードは GitHub で公開されている
が、そこでは MMDetection というライブラリが使
われており、このライブラリが物体検出に有用な
数多くの機能を提供していることもわかった。
以上、アルゴリズムにはくずし字に特化した
ロジックを入れず、一般的な物体検出を利用する
だけでここまで高い精度が達成できることが確
認できた。

ランキングの上位には、物体検出アルゴリズム
が並んだ。コンペの説明では、物体検出との関係
には一言も触れていないことを考えると、この結
果は興味深い。多くの上位参加者は、問題設定を
よく考えた結果、これは OCR の問題というより
は物体検出問題であると気づいたのだろう。筆者
らが研究を進める KuroNet も基本的に物体検出
アルゴリズムであることを考えると、この点は参
加者の共通認識と言ってよいと思われる。
コンペティションで入賞したアルゴリズムの
うち、いくつかはすでに解法の説明とソースコー
ドが公開されている。これらに関する予備的な分
析結果は以下の通りである。
第一に、既存の物体検出アルゴリズムは、その
まま使うだけでも高い性能を出した。例えば、
Faster R-CNN や Cascade R-CNN などは、くずし
字に関する特殊な最適化なしに高い性能を叩き
出している。一般的な物体検出問題とくずし字が
かなり異なるにもかかわらず、こうした物体検出
アルゴリズムが高性能を示したことはやや意外
な結果であった。
第二に、いくつかの手法は成績が悪かった。例
えば YOLO は改良を重ねても性能は向上しなか
った。また CenterNet は、性能は良好ではあった
が、ドメインに依存するチューニングなどが必要
のようである。その違いはまだよくわからない。
第三に、最良の手法の多くは、検出と分類を同
4.4 コンペにおける Prize の意義
時に行う手法であり、周囲の文字に関する情報は
あまり利用していなかった。
本コンペでは、上位 5 名に Prize を 3000 ドル
第四に、どの手法も言語モデルは使っておらず、 ずつ付与することとした。これはコンペに参加す
文字の系列としてのモデル化はしていなかった。 るインセンティブを高めるだけでなく、成果物を
共有（オープンソース化）することに対する報酬
4.3 トップ入賞者のアルゴリズム
でもある。近年、こうしたコンペは参加者からの
今回のコンペでトップに入賞したのは tascj と
搾取ではないかという批判を目にするようにな
いうチームである。このチームが利用したアルゴ
ってきた。通常なら発注するような業務をコンペ
リズムを簡単に分析してみよう。
にかけ、不当に安く成果物を独占するだけに終わ
このチームが活用したのは Cascade R-CNN と
るなら、それは参加者の努力を不当に安く買い叩
いうアルゴリズムであるが、その源流は CNN を
くことにもなりかねない。そこで成果物を共有す
用 い た 物 体 検 出 手 法 に あ る [7] 。 ま ず R-CNN
ることへの正当な報酬という面から prize を評価
(Regions with CNN features) [8]とは、CNN を利用
し、
成果物のゴールを指定してその実現手段は問
した物体検出の手法である。はじめに選択的検索
わないソフトウェア開発方法の一つとして、
コン
法を利用して物体領域候補を提案し、得られた領
ペの意義を正当に評価する枠組みが必要である
域候補内の画像から CNN 特徴を得る。そしてこ
れを分類器に入力することで物体領域候補の物
と考えている。このことは、特に研究機関や公的
体クラスを予測する。さらに CNN 特徴からバウ
機関がコンペを主催する際に、アカウンタビリテ
ンディングボックスのパラメータへの回帰を行
ィの面から重要となってくる。
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５．コンペの教訓と今後の展望
今回のコンペで発生した様々な障害を乗り越
えられた原因はいくつかある。第一に、ベースラ
インモデル KuroNet が使える状態になっていた。
コンペが現実的な問題設定かの判断や、データ分
割などのデータ準備の作業に対して、ベースライ
ンモデルは不可欠だった。第二に、ドメイン知識
を踏まえて準備を進めることができた。4.1 でコ
ンペ参加者はくずし字が読めなくてもよいと書
いたが、それは問題がすでに設定されているから
であって、問題を設定する側の主催者には多くの
ドメイン知識が必要である。コンペは予備知識も
なくデータだけが存在する状態からいきなり始
めることは困難であり、問題の解法にある程度の
めどがついた段階で、さらによい解法を世界から
募るという使い方が有効であろう。

に処理の順序を逆転させた以上の大きなメリッ
トがある。第一に、従来の OCR では前段の出力
は行などの文書構造で、そのままでは利用価値が
少ないのに対し、物体検出ベースの OCR では初
段の出力が文字集合となるため、それを可視化す
るだけでも人間が文章の内容を把握できる。第二
に、物体検出は近年の機械学習の発展を存分に享
受できるのに対し、レイアウト解析はこれに匹敵
する技術発展が見られないため、物体検出ベース
の OCR の方が技術発展を効果的に享受できる。
ただし逆に言えば、物体検出ベースの OCR は
難問を先送りしているとも言える。今回のコンペ
では文字認識に明るい見通しを持てたが、レイア
ウト解析については見通しがまだ得られていな
い。空間的に散在する文字集合から、どのように
読み順に対応する文字系列を推定するか。その解
決には、もう一つのコンペが必要だろうか。

5.2 上位アルゴリズムの評価とサービス化
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