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1. 要約
本プロジェクトでは、「メミルちゃん」サービスおよび自治医科大学との共同
研究を通じて 6 種の前眼部疾患に対して識別精度約 80%の人工知能アルゴリズ
ムを達成し、ユーザ評価においても高評価を得た。
「メミルちゃん」サービスを改善し、マーケティングによってユーザー数を新規
に獲得した。また、外部とのパートナーシップによりさらに新規会員獲得の確約を
行った。弊社プラットフォームを活用することにより、様々な企業と顧客企業協議
中であり、契約が締結する可能性が高い。また、日本のテクノロジーを海外に展開
するべく、アジア 1 カ国でユーザー調査を行い、現地ニーズの理解に努めた。
2. 背景および目的
眼科医の居ない離島や地域・僻地、精神科などの単科病院において、一般内
科や精神科などの非眼科医が眼科診療を行うケースが従来より多く見られた。そ
れに加え、政府目標により 2025 年までに日本全国の 135 万病床(2015 年)のうち
の最大 20 万病床(約 15％)を削減、最大 34 万人が在宅医療に切り替わるため、
在宅医療の現場においても、非眼科医による眼科診療のケースが今後急激に増加
することが予想されている
（http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS15H75_V10C15A6EE8000/）。し
かし、非眼科医と眼科医の診断結果の 84％が異なるという研究結果もあり、誤
診が多発している可能性を示唆している（BMJ 1988:1162-1167）。
以上の問題を踏まえ、本プロジェクトでは以下を目的とする。
1)医療の現場において今後ますます増加すると想定される、非眼科医による
眼科疾患の誤診問題に対して、非眼科医向けの眼科疾患遠隔診断支援サービスを
提供し、誤診率の低下と世界的な医療レベルの底上げを目指す。
2)より多くの非眼科医に対して、本サービスを迅速かつ正確に提供するた
め、人工知能による眼科疾患自動識別技術を開発する。
3)本サービスによる国内向けのビジネスモデル構築および収益化と、海外向
けのビジネスモデル展開プランの策定を行う。
株式会社エクスメディオ（以下、当社）は現在、非眼科医向けに眼科疾患遠
隔診断支援サービス「メミルちゃん」（以下、「メミルちゃん」サービス）を提
供している。本サービスは、非眼科医(内科医、精神科医、等)を対象とし、ユー
ザーである非眼科医が眼科疾患を患う患者の診断をする際、スマートフォン（ス
マホ）で患部を撮影、簡易な問診データを記入し送信すると、遠隔にいる当社の
眼科医から無料で診断アドバイスを受け取ることができるものである。平均的な
診断申請にかかる時間は 30 分と短く、診断精度を飛躍的に向上させることが可
能となっている。
地域・僻地のみならず、単科病院において、眼科が専門でない医師が眼科診
断をせざるを得ない状況に対して、当社は「メミルちゃん」サービスを提供し、
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非専門医のサポートをしている。しかし、当社の抱える眼科医の数と一人の眼科
医が診ることのできる診断数が上限となってしまい、今後のサービス拡大と共に
見込まれる診断要求数の増加に応えることが難しい。これを解決するためには、
人工知能による自動的な眼科疾患識別技術が必須であり、この技術を組み込んだ
新たな「メミルちゃん」サービス（以下、「メミルちゃん」(Ver.2)サービス）
を開発する。
精度の高い人工知能を構築するためには、より多くの眼科疾患画像および問
診情報の収集が必要となる。そのため、既に当社が提供している「メミルちゃ
ん」サービスの医師ユーザー数を増やし、ユーザーあたりのサービス利用回数を
増やすことで、必要なデータを効果的に収集することを目指す。
また、「メミルちゃん」(Ver.2)サービスによる国内向けビジネスモデルとし
て、ユーザーとなる医師には無料でサービスを提供し、利用促進をすることで弊
社のプラットフォームの価値を高めることにより、収入を確保するビジネスモデ
ルを考えている。顧客企業顧客企業プラットフォームの価値向上のために多くの
データを収集することが重要であり、このビジネスモデルの実現に向けても、医
師ユーザー数の増加は必須となる。そのためのマーケティング活動を加速度的に
増やすことで、ユーザー数の増加を目指す。
さらに、当社の提供する「メミルちゃん」(Ver.2)サービスは日本国内だけで
なく、海外でも同じように展開することができ、医師不足の解消に貢献できる。
そのため、マーケットを日本に限定せず、東アジアの国々へ展開することも視野
に入れている。現在、本プロジェクトで開発する人工知能による眼科疾患識別技
術を提供することを想定し、具体的にシンガポールの病院や中国の江蘇省の病院
とも話を進めている。

3. プロジェクト概要
3.1 製品・サービス
(1) 仕様と提供価値

非眼科医が眼科疾患患者を診断するときに「メミルちゃん」(Ver.2)サービス
を利用することにより、専門性の高い診断アドバイスを受け取ることができ、
結果的に診断の精度が向上する。本サービスはスマートフォンアプリ（アプリ
名称「ヒポクラ」）の一サービスとして提供されるため、遠隔地からでも利用
が可能である。さらに、人工知能による眼科疾患識別技術を導入し、これを当
社の眼科医が確認することで、より多くの診断要求に対して高速かつ低コスト
で精度の高い診断アドバイスの提供が可能となる。
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(2) 開発済の範囲
現在提供している「メミルちゃん」サービスにおいて、医師ユーザーに提供
するためのスマートフォンアプリ（アプリ名称「ヒポクラ」）は既に開発済み
である。また、医師ユーザーが本サービス用いて診断アドバイスを求めた場
合、当社が抱える眼科医が遠隔で診断アドバイスを返信するプラットフォーム
も既に構築済みである。
ただし現在のサービスでは、診断要求数の増加に伴って、①診断アドバイス
の返信に時間がかかる、②診断コストが高い、③回答可能な数に上限がある、
等の問題があり、サービス拡大の障害となっている。
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(3) 本プロジェクトにおける開発範囲
本プロジェクトでは、人工知能による眼科疾患識別技術を開発する。これに
より、前項に挙げた問題を解決する。
また、この人工知能による眼科疾患識別技術を組み込んだ「メミルちゃん」
(Ver.2)サービスを開発し、よりユーザー満足度の高いサービスの実現を目指
す。

3.2 ビジネスモデル
(1) ビジネスモデル
「メミルちゃん」(Ver.2)サービスは医師ユーザーには無料で提供する。本プ
ロジェクトにより画像収集を加速化することでユーザーの数も自然と増加し、
必然的に当社サービスの使用医師数が多くなれば、プラットフォームの価値が
向上し、それを用いたビジネスモデルの構築が可能となる。
4. 実施内容
4.1. 製品・サービスの開発
以下の特徴を持った、人工知能による自動的な眼科疾患識別技術を開発する。
• 非眼科医が診断を行う前眼部の眼科疾患のみを対象とする。前眼部疾患は全
１９種となるが、そのうち発生頻度の低い 7 種に関しては学習するべきデータ
収集が困難と考えられるため、12 種類を対象とする。（厚生労働省 医学各論
より： http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/05/dl/tp120510_07.pdf）
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• スマートフォン（スマホ）のカメラを用いることを前提とし、画像を撮影
し、問診情報を入力した上で、自動識別アルゴリズムの結果を見る。必要であ
ればスマホのカメラにつける外付けレンズなどの拡張を行う。
• 眼科の診断フローに基づくアルゴリズムを開発する。基本的な流れとして、
まぶた、まぶたの裏、白目部、黒目部を検査し、問診情報と合わせて診断結果
を出す。
• 識別精度は 80%を目標とする。
4.1.1. UI/UX 品質向上
画像データ数をより多く取得するためには、ユーザーにより頻繁に利用しても
らうことが肝要である。その上で、使い勝手の良さ、UI/UX の品質の高さは非
常に重要である。まずは UI/UX デザイナーによる操作性向上に向けたアプリの
UI/UX デザインを行い、エンジニアにより実装を行う。行う作業工程として
は、以下の通りである。
(a) 現状分析
現状の UI/UX に関して、ユーザーがどのような使い方をして、どのような点で
躓いているのかを評価分析をし、ユーザーエクスペリエンスの障害となる部分
を明確にする。
(b) 新デザイン立案
(a)で行った分析から得られた問題点を解決可能な UI/UX デザインをプロトタイ
プツールを用いて具現化する。Prott を用いる予定である。
(c) デザイン評価
(b)のデザインを実際のアプリに実装する前に、Prott で作ったデザインを医師
などに使ってもらい、ヒアリングを行い、使い勝手が改善されているかを評価
する。
(d) 実アプリへの実装
(c)の過程で問題が解決されているようであれば、デザインをエンジニアに渡
し、実際のアプリに実装を行う。
4.1.2. 部位判定アルゴリズムおよび切出機能の設計と実装
画像を基に診断をする上で、目をまぶた、白目・黒目などの部位ごとの状態を
それぞれみることは本質的な作業である。主に画像解析技術・特徴抽出技術な
どを用いて、エンジニアが設計・実装を行う。
(a) アルゴリズム調査
目を部位ごとに分けるには、それぞれの部位を機械的に判定する機能が必須で
ある。既に存在する画像解析・処理アルゴリズムを調査し、既にあるものが応
用できないかを確認する。
(b) 部位判定アルゴリズム設計・実装
(a)で調査して見つけたアルゴリズム、あるいは既に我々で持っているアルゴリ
ズムベースで部位判定アルゴリズムを設計・実装を行う。
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(c) 部位切出機能の設計・実装
(b)で実現したアルゴリズムを用いて部位を判定し、部分部分に切り出す機能を
設計・実装する。
(d) 部位切出機能の評価
(c)で実装した機能に関して、様々な画像を用いてその精度を評価する。
4.1.3. 眼科医診断の流れの分析
画像および問診の情報からどのような思考の流れに沿って診断を行うのかをヒ
アリングを通してそれぞれの疾患に付き分析、どのようなアルゴリズムに落と
して実現するかのヒントにする。達成する目標としては、大枠でのアルゴリズ
ムの策定である。
(a) 診断方法の整理
前眼部の眼科疾患は以下の通りとなる。
まぶたの疾患(全 7 種):
・麦粒腫
・霰粒腫
・眼瞼炎
・眼瞼内反
・涙嚢炎
(・先天性鼻涙管閉塞) ※発生頻度が低い
(・眼瞼腫瘍)
※発生頻度が低い
結膜・角膜の疾患(全 12 種):
・結膜炎
・結膜下出血
・翼状片
・ドライアイ
・電気性眼炎
・強膜炎
・単純ヘルペス角膜炎
(・帯状疱疹角膜炎) ※発生頻度が低い
(・Wilson 病)
※発生頻度が低い
(・角膜ジストロフフィー) ※発生頻度が低い
(・円錐角膜)
※発生頻度が低い
(・水疱性角膜症)
※発生頻度が低い
以上の疾患の中で発生頻度の低い疾患に関しては、データ収集が困難と考
えられるため、データが収集できれば学習の対象とする。基本的にはそれ以外
の 12 種類を対象として、それぞれの疾患に対して、どのような流れで診断する
のかを医師にヒアリングを行い、理解する。
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(b) 診断の流れの分析
(a)の過程で得られた診断の流れに関して分析を行い、医師の認識・判定過程を
再現するためにどのような手法が必要かを検討する。特に、どの部位の画像を
重視するか、画像からはどのような種類の病変を判定するのか、問診データと
はどのようにつきあわせて診断するかを明確にする。
(c) 診断手法の検討
(b)で分析した診断の流れに対して、それぞれの過程でどのようなアルゴリズム
が適用可能であるかを検討し、応用可能なものを列挙する。現在の見立てで
は、それぞれの画像から病変の種類を判定するには Deep Residual Network ベ
ースのアルゴリズム、問診情報との組み合わせでは Random Forest が応用でき
ると考えている。
4.1.4. データ整理
収集したデータを処理し、自動識別アルゴリズムに必要とされるデータセット
を作成する。
(a) 収集データの整理・クレンジング
収集したデータを全て疾患ごとに分類、学習に適さないデータを除外、問診情
報なども含めてクレンジングを行う。
(b) 画像データの切り出し
前眼部画像を 3.1.2 で実装した部位切出機能を用いて部位ごとに切り出し、整
理する。
(c) 画像データの病変ごとの分類
それぞれの部位ごとの画像で出ている病変をアノテートし、その病変ごとに分
類する。
4.1.5. 眼科疾患自動識別アルゴリズムの設計・実装
前段での内容を受けて、自動識別アルゴリズムの全体の設計を行い実装する。
主に画像データの学習および、問診情報の学習の二つのステップに分かれる。
(a) 全体アルゴリズムの設計
3.1.3 の内容を受けて、全体的に診断の流れを実現するアルゴリズムを設計す
る。ここでは主に発生頻度の高い 12 種類をターゲットとする。
(b) 画像データの機械学習手法の設計・実装
切り出された画像の各部位ごとに、病変を機械学習し、部位ごとの画像からそ
の病変を判定する。基本的には Deep Residual Network ベースのアルゴリズム
に基づき実現する。
(c) 問診データの機械学習手法の設計・実装
それぞれの部位ごとの病変の有無・その種類と問診情報の組み合わせを機械学
習し、最終的な診断結果を出すアルゴリズムの設計と実装を行う。
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4.1.6. 眼科疾患自動識別アルゴリズムの評価・チューニング
前段で実装を行った自動識別アルゴリズムに関して評価を行い、精度向上のた
めに、再設計・再実装・再評価やチューニングを繰り返し、所望の精度を達成
する。達成する目標としては、Deep Learning の成果を競う国際的な画像認識
コンテスト ILSVRC で利用される Top5-Error で識別精度 80%を目指す。
（http://www.image-net.org/challenges/LSVRC/）
(a) テストデータでの検証・評価
テストデータで検証を行い評価する。多くのパラメータが存在するが、どのパ
ラメータが精度向上につながるかの見通しを立てる。
(b) 学習アルゴリズムのチューニング
パラメータを変更し再学習をさせる。これらをまた検証し、繰り返すことで精
度向上を達成する。
4.2.

価値提供の検証
開発した「メミルちゃん」(Ver.2)サービスについて、ユーザーの視点から評価
を実施する。
• 「メミルちゃん」(Ver.2)サービスを医師ユーザーや専門医に、法律や外部
環境などが問題にならない範囲で、実現した人工知能を含む診断支援サービス
を実利用していただく。その際に以下の項目を検証する。
o UX: ユーザーインターフェースが使いやすいか
o AI の精度:実際の人工知能の識別精度が高いかどうか
o 患者の反応:人工知能を用いることに対する患者の許容度
• 上記の評価項目に関して医師ユーザーからフィードバックをいただき、改善
点を検討する。

4.3. ビジネスモデルの構築・運用
①医師ユーザーの獲得
人工知能を組み込んだ眼科疾患遠隔診断支援サービス「メミルちゃん」(Ver.2)
のユーザー数一定数を目標に達成する。
想定数のユーザーがいれば、今回開発する人工知能の識別精度ある程度達成す
るために必要なデータを収集できる。また顧客企業に対しても十分なデータを
提供でき、価値のあるプラットフォームを構築することができる。
②企業顧客の開拓
顧客企業とコンタクトを行い、複数社に対して提供するサービスの対価をもら
うビジネスについての合意を行う
③海外展開計画の策定
海外の医療機関などとの協議・調査を行い、モデルとなる１ヶ国について海外
展開プランを策定する。
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4.4. ビジネスモデルの有効性検証
①医師ユーザーの獲得
• 医師にアンケートを行い、定量的にプロダクトの満足度を計測する
• 医師獲得に有効な広告チャネルを検討、評価する。
②企業顧客の開拓
• 顧客企業にインタビューを行い、当社のビジネスモデルで一社当たりどのく
らい売上げが立つのか調査を行う。
③海外展開計画の策定
• 海外展開のビジネスモデルの実現可能性を海外のベンチャーキャピタルに評
価してもらう。
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5. プロジェクトの成果
5.1. 製品・サービスの開発
本プロジェクトでは、12 種の前眼部疾患に対して識別精度 80％の人工知
能アルゴリズムを達成する目標に対して、6 種の前眼部疾患に対して識別
精度約 80%の人工知能アルゴリズムを達成した。
まず 12 種の疾患の内、ドライアイに関しては、眼科医師との議論をした
結果、染色液を使用した上で拡大して見なければならず、本アルゴリズム
の対象から外した。
「メミルちゃん」のサービスによって画像を収集を予定していたが、ア
ライアンス契約の遅れなどからユーザ数が伸び悩み、結果として人工知能
に使える画像数を確保することが困難となった。
その代替手段として、自治医科大学眼科教室と株式会社エクスメディオ
で共同研究を行い、自治医科大学が持つ約 14 万枚の眼科画像を活用するこ
ととした。それぞれの画像に対して、眼科医師によるそれぞれの画像に対
する再診断が必要となるため、時間が必要となる。本プロジェクトの時間
内では 6 疾患の画像が AI 開発に必要程度収集できたが、今後もプロジェク
トは継続し、2018 年中には全 11 疾患をカバーした AI を実現する予定であ
る。
5.1.1. 成果目標
(1) 目標
人工知能による前眼部眼科疾患の識別精度 80%を達成する。
無眼科医地域に向けて、眼科疾患を識別し専門医師への紹介が必要かど
うかを判断する用途には十分な精度と考えられる。この人工知能による眼
科疾患識別技術を組み込んだ眼科疾患遠隔診断支援サービス「メミルちゃ
ん」(Ver.2)を実現する。
(2) 評価方法
「メミルちゃん」(Ver.2)サービスの医師ユーザーから収集したデータを
用いて開発した人工知能で前眼部眼科疾患の識別を行い、実際の眼科医の
診察結果と比較して人工知能の精度を測定する。
5.1.2. 成果実績
(1) UI/UX の改善
UI/UX の現状調査：
メミルちゃんのユーザ 10 人に、実際の使った時の感想を自由に求め、
UI/UX の調査・分析を行った。その結果、以下のことが分かった。
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-

最初に、メミルちゃんを選ぶまでの導線が分かりづらい

-

文言が眼科医向けであり、他科の自分には分からない

-

直感的なインターフェースではない

-

どのように写真を撮ればいいか分からない

このような調査結果から、眼科医・内科医と新しい UI/UX を検討し、
Prott にて構築した。Prott で構築した様子を以下に示す。

図. Prott の画面１
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図. Prott の画面 2

その変更に関して、ユーザ医師 10 名にヒアリングし、評価を行った。全
員から従来の UI/UX に比べて大幅に使いやすくなったと評価をもらった。
この結果を受けて実装を行った。

(2) 前眼部疾患識別 AI の全体の流れ
本節では、前眼部眼科疾患を識別する AI を構築する全体の流れを概観
する。
大きな流れとしては、①疾患ごとの特徴と診断の流れの分析、②診断の
流れに準じて、必要となる目の領域を画像から自動的に切り出す機能の設
計・実装、③切り出した画像と問診情報から疾患名を判定する前眼部疾患
識別 AI の設計と実装、となる。以下の節ではそれぞれに関して説明する。

(3) 各疾患の特徴： 眼科医診断の流れの分析
本節では、眼科医と議論をし、診断をする際に見るポイントなどを整理
する。
まず以下に対象としている前眼部疾患を整理する。その上で、画像以外
に必要となる入力項目に関して整理し、アルゴリズムの入力としてどのよ
うなものが必要かを整理する。
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疾患名
麦粒腫

霰粒腫

眼瞼炎

眼瞼内反

涙嚢炎

説明
俗に「ものもらい」と呼
ばれる病気で、原因は細
菌感染によるものです。
汗を出す腺や、まつげの
毛根に感染した場合を外
麦粒腫、マイボーム腺の
感染を内麦粒腫と呼びま
す
眼瞼（まぶた）にあるマ
イボーム腺の出口がつま
って慢性的な炎症が起き
る結果、肉芽腫という塊
ができる病気です。麦粒
腫と異なり、細菌感染を
伴わない無菌性の炎症で
す。
まぶたに起こる炎症の総
称のことで、まつげの根
元の部分に起こる「眼瞼
縁炎（がんけんえんえ
ん）」、まぶたの皮膚に
起こる「眼瞼皮膚炎」、
目尻に起こることが多い
「眼角眼瞼炎」の 3 タイ
プ。
「逆まつ毛」と呼ばれる
ものの一部を指します。
逆さまつげのうち、まつ
毛がなんらかの原因で内
側を向いてしまい（内
反）、角膜や結膜に傷を
つけたり目ヤニがでてし
まうもの。
通常、涙は目から鼻へと
流れていきますが、鼻へ
とつながっている鼻涙管
がつまり、涙嚢に涙がた
まって細菌感染を起こす
と、涙嚢炎になります。

特徴

例示

まぶたに局所的な赤
み。赤み・腫れ・痛
み・痒みがある。
①

眼瞼の腫れや異
物感。眼瞼にコ
ロコロとしたで
きもの（腫瘤）
を触れます。炎
症を伴った場合
は麦粒腫と似た
症状。
まぶたに赤みや腫
れ、かゆみ、痛みな
どの症状が現れた
り、小さな発疹がで
き、それが破れてた
だれたりかさぶたに
なったりします。

まぶたの皮膚が内側
に巻き込まれ、まつ
げが眼球に当たる。

鼻の横が腫れて痛
む。
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見
た
目

多くは片方の目に起こり
ます。

結膜炎

結膜が充血し、目やにが
出たり、涙が自然に出
て、ゴロゴロした目の痛
みが出てくる。アレルギ
ー性、ウィルス性の結膜
炎がある。

結膜下出血 結膜（白目）下の小さい
血管が破れて出血したも
の。痛み・痒み・目やに
などはない。
翼状片
白目の表面を覆っている
半透明の膜である結膜
が、目頭（めがしら）の
方から黒目に三角形状に
入り込んでくる病気で
す。自覚症状としては充
血や異物感などがありま
す。鏡で自分の目をみれ
ば一目瞭然なので、「白
目の一部が黒目に伸びて
きた」というような症状
で受診される人がほとん
どです。しばしば両目に
起こります。
ドライアイ
涙の分泌量が減った
り、量は十分でも涙の質
が低下することによっ
て、目の表面を潤す力が
低下した状態。
電気性眼炎 紫外線によって起こる表
層角膜炎のことです。紫
外線の強い場所、たとえ
ばスキー場、 海水浴場、
高山などで角膜が直接か
つ長時間紫外線に曝露

結膜が充血。

白目部分がべっとり
と赤く染まる。

黒目部分に半透明の
結膜が入り込んでく
る。

染色液をはじく。

「結膜の充血」、
「目がゴロゴロす
る」、「涙が出
る」、「目が痛くて
まぶしい」などの症
状。
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（さらす）された場合に
起こります。
強膜炎

強い目の痛みがあり、や
や紫がかった赤色に充血
する。このほか涙量の増
加、明るい光に対して過
敏になるなどの症状。
単純ヘルペ 単純ヘルペスウィルスが
ス角膜炎
角膜（黒目）に感染する
ことによって発症しま
す。目の痛み、ごろごろ
感、充血、涙、眩しさ、
まぶたの腫れなどの症状
が出てきます。角膜が白
く濁り、片目のみに発症
することが多いです。

紫がかった充血およ
び強い痛み。

黒目が白く濁る。

図. 目の構造１（ボシュロム HP より引用）
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図. 目の構造２（日本眼科学会より引用）

本プロジェクトでは、対象を、(1)麦粒腫、(2)霰粒腫、(3)眼瞼内反、
(4)結膜炎、(5)結膜下出血、(6)翼状片の 6 種とする。麦粒腫・霰粒腫に
関しては、見た目の症状は近しいものがあり、痛みの有無で判別が可能
である。そのほかの 4 種に関してはほぼ見た目で症状が特定できる。
メミルちゃんの問診項目としては、必要となる項目は網羅されてお
り、画像に加えて、機械学習で判定することが可能である。以下、メミ
ルちゃんでの問診項目を示す。
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(4) 前部位判定アルゴリズムおよび切出機能の設計と実装:
4.1.2 節で、目をまぶた、白目・黒目などの部位ごとに切り出すことを
想定していたが、前節の眼科医診断の流れの分析から、特にまぶた、黒
目、白目を分離してしまうと、まぶたが入り込んでいる様子や、白目から
黒めに掛けて横断的に充血する様子などが得られないため、基本的には疾
患領域切り出すアルゴリズムを本節では実装を行い評価する。
画像内の目の領域検出アルゴリズム調査
画像内の目の領域を検出するシステムは既にいくつかアルゴリズムが
考案されている。
顔検出を行う際，瞳をキーポイントとすれば顔の大きさが絞り込め，
顔検出精度の向上が見込めるため，瞳の検出が行われてきている
顔検出を行う際，瞳をキーポイントとすれば顔の大きさが絞り込め，
顔検出精度の向上が見込めるため，瞳の検出が行われてきている
瞳には目の大部分を占める黒目が存在するため，この 1 対の黒点を絞
り込んで検出するのが一般的である．
瞳や顔の検出では Haar-like と呼ばれる，明暗で構成される矩形のパタ
ーン（下記）を用いたカスケード型特徴分類器が用いられるケースが
多い（OpenCV にも Haar-like 特徴分類器が存在し，XML ファイルで提
供されている）

Hough 変換（元は直線を 2 値パラメータで検出する手法だったものを
拡張し，円形も検出出来るようにしたもの）による瞳孔の検出では，
ピクセルの総量で検出するため，人間の見た目と異なる結果となるケ
ースが存在する．
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一方で、一方で、本プロジェクトでの瞳や顔ではなく、目の領域の
判定を行う必要がある。これに関しては、既存のアルゴリズムでは対
応できない。
本プロジェクトでは、FCN というディープラーニングベースのアル
ゴリズムを適用し、この問題を解決する。

ディテクション手法を用いた目の物体領域の検出
はじめに
近年，ディープラーニング（多層ニューラルネットワーク）を用いた画像
の分類手法において，FCN（Fully Convolutional Network）[1]を用いた領域検
出手法が一般化している．FCN を用いたネットワークモデルは，従来のクラ
ス分類で用いられていた CNN（Convolutional Neural Network）モデルでは実
現出来なかった機能を内包しており，ディープラーニングの適用先アプリケ
ーションの範囲拡大に貢献している．
本稿ではこの流れを踏まえ，FCN を用いたネットワークモデルから，画像
内の目の領域検出機能の研究開発結果について述べる．
FCN を用いた物体領域検出手法
FCN では，従来の CNN（Convolutional Neural Networks）でクラス分類とし
て用いられてきた全結合層を畳み込み層で置き換える事で，以下の 2 つを実
現している．
5.

ピクセル単位のクラス分類を実現しており，1 枚の画像ファイル内

で複数のクラスをピクセル単位で分類する事が出来る

6.

任意のサイズの画像入力が可能であるため，例えば従来の CNN モ

デルであったような，128×128 [px]，或いは 256×256 [px]のような正方形
である必要はなく，大きさも可変であるため，様々なアプリケーション
に容易に適用可能
この両者のネットワークの相違を図 5.1.2-1 に示す．図 5.1.2-1 に示した通
り，FCN ではモデル末端の全結合層が CNN に変更されているため，入力画
像サイズが変化しても，出力層のテンソルが影響を受ける事は無い．このよ
うに，画像データをクラス分類する際に全結合層を加えると必ず前処理が発
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生し，アプリケーション上のデメリットの方が大きいため，現在では全て畳
み込み層で構築されたモデルが一般的となっている．
FCN のようなピクセル単位のクラス分類をセグメンテーションと呼ぶのに
対し，矩形領域でのクラス分類はディテクション（物体を囲むバウンディン
グボックスを指定する）と呼ばれている．即ち，1 枚の画像に対し，旧来の単
一のクラス分類，画像内のクラス位置指定，ディテクション，セグメンテー
ションの順に，より細やかな識別を行うと共に，多クラス分類が可能となっ
ている（図 5.1.2-2 参照）．
近年，ディテクションとセグメンテーションについては，様々なモデルが
提案されている．例えば，ディテクションについては，CPMC（Constrained
Parametric Min-Cuts）[3]の手法を基本とする YOLOv2[4]（図 5.1.2-3 参照）や
SSD[5]（図 5.1.2-4 参照），セグメンテーション

図 5.1.2-1

CNN と FCN のネットワーク構造と分類結果

図 5.1.2-2
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クラス分類技術の発展[2]

図 5.1.2-3

YOLOv2 のディテクション結果

図 5.1.2-4
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SSD モデル

図 5.1.2-5

図 5.1.2-6

図 5.1.2-7

SegNet モデル

U-net モデル

アップサンプリング処理

については SegNet[6]（図 5.1.2-5 参照）や U-Net[7]（図 5.1.2-6 参照）などで
ある．両者で明確に異なるのは，セグメンテーションでは最終的にアップサ
ンプリング処理（逆プーリング処理）（図 5.1.2-7 参照）が必要であるため，
FCN であるのは当然として，Encoder-Decoder 構造を取っている点である．こ
23

れに対し，ディテクションでは最終的な出力結果はクラス分類と確率値であ
るため，アップサンプリング処理は不要となっている．
このように，ディープラーニングを用いた物体領域検出手法では，全て畳
み込み層によるモデルとする事で任意サイズの入力画像を受け付けられるよ
うにし，尚且つ目的とするアプリケーションに応じてネットワーク構造を変
更するのが主流となっている．
最終的なシステムとして、目の領域を抽出して、学習および疾患識別を行
う。ここでは画像内の眼部領域の検出、切り出しに注力し、次節で説明する
疾患識別につなげる。後続の疾患識別アルゴリズムが分類を担当するため、
ここでの分類性能は高い必要は無く、80%程度で問題がない。一方で、切り
分ける性能（IoU: Intersection Over Union）は一定以上の性能が必要である。
領域検出機能として YOLOv2 を選択した際の，上記要件とネットワーク構造
の決定，即ち，検出速度を求めるため，分類性能は 70%程度で良いので（分
類クラス数は目とそれ以外物体の 2 クラス），IOU（＝Intersection Over
Union：切り分けた矩形領域と正解領域の重複率，正しく切り分けられれば 1
に収束）のみ 80%を目標とする。特に目の周りのある程度の領域は、まぶた
など疾患領域が含まれるため、検出後に少し領域を拡張することを前提とし
ている。

Tiny YOLO を用いた目の領域検出方式
ネットワークモデルと機能要件
本稿では，目の病状のクラス分類までは行わず，クラス分類を精緻に実行
する上で必要となる，画像内の目の領域の部分的な検出のみを行う 2 段構成
となっている．そのため，
表 5.1.2-1
Model

Train

YOLO と SSD の性能比較
Test

mAP

FLOPS

FPS

Old YOLO

VOC 2007+2012

2007

63.4

40.19 Bn

45

SSD300

VOC 2007+2012

2007

74.3

-

46

SSD500

VOC 2007+2012

2007

76.8

-
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YOLOv2

VOC 2007+2012

2007

76.8

34.90 Bn

67

YOLOv2（544×544）

VOC 2007+2012

2007

78.6

59.68 Bn

40

Tiny YOLO

VOC 2007+2012

2007

57.1

6.97 Bn

207

SSD300

COCO trainval

test-dev

41.2

-

46

SSD500

COCO trainval

test-dev

46.5

-
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YOLOv2（608×608）

COCO trainval

test-dev

48.1

62.94 Bn

40

Tiny YOLO

COCO trainval

-

-

7.07 Bn

200
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検出精度と検出速度の 2 つの指標値のうち，出来るだけ素早く検出を行うべ
く，検出速度を優先すべきである．また，クラス分類対象も目の領域だけで
あり，多クラス分類機能は不要であるため，検出精度を多少落としても大き
な問題にはならない．そのため，表 5.1.2-1 を鑑みると，YOLOv2 のネットワ
ークをベースに検出速度に特化した Tiny YOLO を基本となるネットワークモ
デルとして選択するのが有効である．
Tiny YOLO と目の領域検出プログラム
Tiny YOLO は YOLOv2 と同じく FCN で構成されたネットワーク構造とな
っている．また，検出機能については，これまでの YOLO と同じく，ワンシ
ョット方式でディテクションとクラス分類を同時に行う事が出来る．他に，
バッチノーマライゼーションや境界ボックスの拡大／縮小を用いた物体存在
確率の予測，reorganization 手法を用いた高解像度と低解像度の特徴マップ結
合，スケールの異なる画像を学習する事によるロバスト性の確保（このた
め，教師データの画像サイズは必ず 32 の倍数としなければならない）なども
YOLOv2 と同様の特徴となっており，相違点としてはレイヤー数のみとなっ
ている．
今回の目の領域検出で用いた Tiny YOLO のネットワーク構造を図 5.1.2-8
に示す．入力画像のサイズについては YOLOv2 や Tiny YOLO と同じく，一度
416×416 [px]に変更し，そこから畳み込み処理を繰り返す事で，バウンディン
グボックスの位置指定とクラス分類を行うための特徴量を抽出する．ここ
で，416[px]となっているのは，32 倍のダウンサンプリングを行った際に，バ
ウンディングボックスが中央配置となるような設定を意図しているからであ
る．また，最終段のフィルター数は以下の関係性となっている．
filters  (classes  coords  1)  num

ここで，classes はクラス分類数，coords は座標数（通常，x，y，width，
height の 4 種類），
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図 5.1.2-8 目の領域検出のための Tiny YOLO のネットワーク構造

num は各セルの境界ボックスの予測数（通常は 5 種類）を意味している．図
5.1.2-8 から分かる通り，最終段の畳み込み層のフィルター数 30 というのは 1
クラスの分類モデル（瞳のみの検出）を意味している．
教師データを用いた特徴量の抽出
ディテクションモデルにおいては位置情報という情報が追加されるため，
単純なクラス分類モデルよりも，特徴量を抽出するための教師データの重要
性が高くなる．特に，画像内の物体検出部位を示す矩形領域の指定が重要で
ある．
まず，目の画像については，明らかに例外と言えるものを除いた 375 枚の
画像を利用した．これら画像について，向きの偏りを排除するため様々な方
向からの目を許容し，さらに，瞳の開いた画像だけでなく，瞳を閉じた画像
も含めた．また，顔程度の大きさは許容するが，全身像が全て入っている画
像よりもむしろ，顔の中の目にフォーカスが当たっている画像を意識的に選
別した．この操作により，右目，左目を分け隔てる事無く，どちらも目とし
て認識され，尚且つ，写真撮影の向きを気にせず，目を閉じていようが開い
ていようが，どちらも目として認識されるモデルを構築する事が出来るよう
になる．
また，画像の中の目の部位を示す矩形領域（画像左上を基点とする，x，
y，width，height の 4 パラメータ）については，矩形領域切り分けツールを用
いて手動で任意の切り分けを行った．画像については，両目が入っている画
像も存在するが，これらは右目と左目をそれぞれ別の矩形領域で囲んでやる
事により，どちらも目として検出出来るようにした．
なお，モデルの学習処理において，375 枚の画像のうち，ランダムに選択し
た 300 枚を教師データ，残りの 75 枚を検証データとして利用した．
IOU による評価
検証データによるモデルの評価では，クラス分類性能と同時に，IOU
（Intersection over Union）による評価を行っている．IOU とは教師データにお
ける矩形領域との面積の重複割合を示すもので，その定義を図 5.1.2-9 に示
す．
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図 5.1.2-9

IOU の定義

例えば，道路標識の画像に対してディテクションモデルで識別を行った場
合，図 5.1.2-10 に示すような結果となる．正解の矩形領域は緑色の枠である
が，これに対して赤色の枠が予測結果となる．この重複領域によって IOU は
0～1 の値を取り，IOU の値と識別率との関係性は図 5.1.2-11 に示す通りであ
る．即ち，IOU が 1 に近付けば近付くほど教師データとして準備した矩形領
域に近付く事となり，物体識別の性能が高まる事となる．

図 5.1.2-10

IOU による実際の画像の評価例
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図 5.1.2-11

IOU の値と物体識別率の関係

目の領域検出モデルの評価
Tiny YOLO を用いて画像内の目の矩形領域を検出するモデルを作成した．
目の領域検出モデルの学習処理において，教師データ 300 枚の画像のうち，
ランダムに選択した 10 枚の画像をバッチ処理用とし，これを 12000 エポック
繰り返してネットワークモデルのフィルター作成処理を行った．
このモデルの領域検出性能を評価すべく，以下の処理を行った．
 100 枚のテストデータ（モデルの学習処理において，教師データ及び検
証データとは重複しないデータ）を用意して，目の領域検出処理の
IOU，及びクラス分類性能を算出した．
なお，画像内の目の領域検出性能を評価するには正解データが必要で
あるため，各テストデータには当然，目の領域を指し示す矩形領域が
指定されている．
表 5.1.2-2

目の領域検出モデルの評価結果

モデル

IOU

分類性能

Tiny YOLO ベースの目の領域検出モデル

81%

92%

また，定量的な性能評価の他に，サンプル画像を用いた検出性能結果を図
5.1.2-12 ～ 図 5.1.2-16 に示す．図 5.1.2-12 と図 5.1.2-13 は左目の画像，ま
た，図 5.1.2-14 と図 5.1.2-15 は右目の画像であるが，これらは正常に，どち
らも「目」として検出出来ている．また，図 5.1.2-16 では犬を正面から捉え
た画像であるが，これについても人間の目と同じく正常に両目各々を「目」
として認識している．よって，本稿で構築したモデルにおいては，人間の目
と同様の特徴を備えていれば，人間以外の動物であっても目の領域を検出す
る事が出来る，汎化性能を備えたモデルになっていると言える．
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図 5.1.2-12 目の領域検出例①

図 5.1.2-13 目の領域検出例②
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図 5.1.2-14 目の領域検出例③

図 5.1.2-15 目の領域検出例④
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図 5.1.2-16 目の領域検出例⑤
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(5) 前眼部疾患識別 AI の設計・実装と評価
本節では、前眼部疾患識別 AI の設計・実装および評価を行う。
まず、学習する疾患は(1)麦粒腫、(2)霰粒腫、(3)眼瞼内反、(4)結膜
炎、(5)結膜下出血、(6)翼状片の 6 種類となる。各疾患画像に対して、ま
ずはデータオーギュメーションと呼ばれる処理を行い、学習対象画像数を
増やす。
その上で近年画像の識別では非常に効果の高い Stochastic Depth
Network というニューラルネットワークをベースとした技術により学習し、
その結果を示す。
データオーギュメーション
各疾患の画像数は約 400 枚程度であるが、おのおのの画像は 1000 枚程
度は必要と考えられる。本節では、次のようなデータオーギュメーション
手法で画像数を増やした。それぞれの疾患での画像数をランダムに選択し
た複数のデータオーギュメ-ション手法を適用し、1000-1200 程度にした。
1．左右反転
2. 15 度回転（両方）
3. 拡大(1.2 倍)
以下に例示する。

(a) 元画像

(d)反転後 15 度回転
（右回り）

(b)左右反転

(e)15 度回転
（左回り）
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(c)反転後 15 度回転
（左回り）

(f)15 度回転
（右回り）

(g)1.2 倍拡大

(h)拡大後 15 度回転
(i)拡大後 15 度回転
（左回り）
（右回り）
図. データオーギュメーションによる画像数増加

それぞれの画像数は以下の通りとなった。

表. 学習に用いた画像数
オーギュメンテ
ーション後
元画像数
総画像数
(1)麦粒腫

422

1266

(3)眼瞼内反

347

1041

(4)結膜炎

1273

1273

(5)結膜下出血

462

1155

(6)翼状片

805

1127

(2)霰粒腫

備考
痛みの有無で
疾患判別

オーギュメン
トなし

Stochastic Depth Network による眼科画像の学習
本節では全節で示した前眼部疾患の画像を機械学習する。機械学習に
は、画像識別に強みを持つ ResNet[8]などの層の深い Deep Learning モデル
を用いる [5,7,8,9,10]。これらの問題点となる層の深さを要因とする学習
時間の長さが大きな問題となるため、本プロジェクトでは、 この問題を解
決する手法として、Stochastic Depth Network を用いる。まずは
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Stochastic Depth Network の説明を行い、その後、ハイパーパラメータの
設定および評価結果を示す。
Stochastic Depth Network：
近年はより性能を向上させるために Layer 数を増やしてより Deep な
ネットワークにする傾向にある。しかし very deep なモデルは以下の問題
がある。
1. 勾配の消失
繰り返し小さな Weight が乗算されることにより勾配が消失する。学習
時、即ち、Back Propagation で重みを調整するときに起こる。学習時に
は、ネットワークの反応の結果のベクタと望ましいベクタとの差を信号(学
習信号)として、入力層まで伝播させ、この差の大きさで重みを調節してい
く。層間を学習信号が伝播されるときに、層間の重みがかけられるわけだ
が、それは単に重み行列を学習信号ベクタに掛けることに相当する。層が
深いということはその分異なった重み行列が掛けられて入力層に到達す
る。したがって、深い層のネットワークはそれだけ伝播されるデータが小
さくなっていく。通常重み行列のエントリは、1.0 未満ですから、何度も
掛けられると限りなく 0 に近づく。このため、入力層に近づくに従い学習
のための信号がなくなり、学習が困難になってきます。
対策としては、「careful initialization」、「hidden layer
supervision」、「Batch Normalization」がある。
2. feature の再利用の減少
勾配消失は Back Propagation の時の問題だが、こちらは Forward
Porpagation の時の同様の問題を指している。forward propagation 時に、
random に初期化された Weight が何度も乗算されることにより伝わる情報が
消失するという問題である。対策としては ResNet で用いられている
Identity mapping がある。以下の図 Fig.1 にあるように重みを掛けられな
い信号を、バイパスして重みを掛けられた信号と混ぜるというアイデアで
あり、これにより、勾配の喪失を抑えられる。
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式で書くと以下の通りである。このとき Hl−1 は入力、Hl は出力、
id(⋅)は identity transformation、fl(⋅)は convolutional
transformation となる。

3. training 時間の増大
ネットワークが Very Deep になるほど学習時間が問題になる。
152layer の ResNet は、学習環境にも依存するが数週間以上掛かることが普
通である。
shorter network は情報の伝播が効率よく行われ、学習も効率的かつ実
用的な時間で行える反面、複雑な問題に対して Network 自体の表現能力が
十分でないという問題がある。逆に Deep な Network は構造を複雑にするこ
とができる反面、学習が非常に難しく時間も沢山かかる。
この論文では、学習時は Network を Short にし、Test 時は Network を
Deep するというのがコンセプトです。Deep ResNet の構造を利用して実現
しています。
Dropout
Dropout は確率的に hidden node や connection を drop させることによ
り汎化性能を向上させるというものです。
Deep Networks with Stochastic Depth
・基本は minibatch 毎に random に layer を skip させる。
・残差の Path を random に skip させ、identity skip connection path
は変えない。
Stochastic Depth は、ResNet 構造の工夫であり、それなしの ResNet
では学習時間が結構掛かる。
体感では、Stochastic Depth よりもひと桁長く時間が掛かる。
このため、図 Fig. 1 での fl(・)のパスをランダムにスキップさせ
る。
式で書くと下記のようになる。ここで bl は bernoulli random 変数で
ある。
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残差の Path を残すか Skip するかは、survival probability pl
によって決める。pL を hyper parameter として、後段になるほど pl
が小さくなる（skip されやすくなる）ようにする。
式で書くと下記のようになる。

学習時間の短縮
pL=0.5 の時に学習時間は約 25%短縮される。pL=0.2 の時は 40%短縮され
る。

評価：
前節までに説明した、Stochastic Depth Learning を用いて行った評価
に関して説明する。
評価方法は、前節の設定をし学習し構築したモデルに対して、各疾患約
100 枚ずつの元画像を入力し、モデルが算出した疾患が正しいかどうかを判
定する。この際、モデルが推定した疾患は確率の高い順に並ぶ。精度の評
価には Top-1 精度および Top-3 精度を用いる。Top-1 精度とは、この最も高
い確率として推定された疾患が正しい確率、Top-3 精度は上位三つの推定疾
患の中に正解が入っている確率を示している。
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以下の図に評価結果を示す。横軸は学習の回数（エポック数）であり、
縦軸は精度となる。
学習レートの変更などにより、350 エポック後に精度が上がっているの
がわかる。最終的には、Top-1 で約 80%の精度を達成、Top-3 では約 96%程
度の精度を達成した。

図. 前眼部の機械学習の精度推移 (横軸：エポック数、縦軸：精度)
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5.2. 価値提供の検証
5.2.1. ユーザ医師の声を反映した UI/UX
メミルちゃんのユーザインターフェースや問診内容は元々は眼科医から
の意見を反映し作成された。ただ一方で、眼科ではないユーザ医師から
は、眼科の言葉や考え方が中心となっていたため、分かりづらいという声
があった。
それらの声を集約し、眼科でないユーザ医師がより使いやすくし、使用
頻度が上がるように変更をした。
新しい UI/UX は以下のようなものとなった。

図. メミルちゃんの入力開始画面
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図. メミルちゃんの項目入力画面１
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図. メミルちゃんの項目入力画面２
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図. メミルちゃんの症状選択画面
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図. メミルちゃんのアレルギー項目入力画面
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図. メミルちゃんの前眼部撮影画面１

45

図. メミルちゃんの前眼部撮影画面２

図. メミルちゃんの前眼部撮影画面３
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図. メミルちゃんの前眼部撮影画面４
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図. メミルちゃんの前眼部撮影画面５

図. メミルちゃんの前眼部撮影画面６
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図. メミルちゃんの前眼部撮影画面７

図. メミルちゃんの前眼部撮影画面８
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図. メミルちゃんの結果表示画面１
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図. メミルちゃんの結果表示画面２
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5.2.2. ユーザヒアリングによる価値提供の調査
本節では、サービス開発を行ってできあがったものに対する価値提供の
評価を、メミルちゃんのユーザ医師 10 名に対して行った。
各医師に対して、以下のアンケート項目に回答してもらい、それぞれの
評価を行った。

★アンケート項目
アプリ UI
Q.1 アプリ開いてから、「メミルちゃん」の使用まで迷わない
か
Q.2 メミルちゃんたどりついてから、送信まで迷わなかったか
Q.3 メミルちゃん内の単語で解釈に戸惑ったものはあったか
AI 精度
[医療機器認証を受けていないので、患者に使わずに自分(医師)
の前眼部や写真を撮るという前提]
Q.4 AI を実際に患者に使ってみたいと思う精度であったか
患者の反応
メミルちゃんによる遠隔医療によるサポート部分

Q.5 診断のサポートを受けたいと思う眼科症例は何件あったか
(件/月)
Q.6 実際に何件メミルちゃんを使い専門医にアドバイスを求め
たか
Q.7 スマホで撮影されることに嫌がる患者はいたか
AI を使われることに対する患者の許容度
Q.8 患者は人工知能に拒否反応があると思うか
Q.9 人工知能と専門医の診断精度がデータ上、同程度の場合、
人工知能の診断は患者に信頼されると思うか

結果は以下の通りであった。
52

Q.1 YES
NO

Q.2 YES
NO

Q.3 YES
NO

Q.4 YES
NO

Q.5 平均

9
1

9
1

2
8

3
7

3.2 件

標準偏
差

Q.6 平均

2.55

1.7 件

標準偏
差

Q.7 YES
NO

Q.8 YES
NO

Q.9 YES
NO

1.25

0
10

3
7

9
1

Q.1-3 まで、UI/UX で問題があるかを評価したが、使い勝手の面での問
題は概ね無いことが分かった。特に数人の医師は、プルダウンメニューの
存在に気がつかず、一度理解すれば問題ない程度であった。
Q.4 では、医療機器認定の問題で患者には使うことができず、ユーザ医
師の前眼部または疾患写真を再撮影しての利用となった。一部の画像では
正しく動いたものの、インターネット上の疾患画像は解像度や角度・明る
さなどがまちまちであり、今後環境にロバストな AI を構築していく上で課
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題となることがわかった。
Q.5-6 では、どの程度メミルちゃんが使われる余地があるのか、どの程
度実際に使われているのかを調査したが、大体月に 3.2 件、実際には 1.7
件程度の利用ということがわかった。
Q.7 では、患者のスマホカメラの許容度に関してであるが、全く問題が
ないことがわかった。
Q.8 に関して、人工知能の患者許容度に関してであるが、医師の感覚と
しては、多少患者の許容度に懸念を持っている医師が一定数いることがわ
かった。Q.9 の結果より、これは精度の評価をしっかりし、人間と同等であ
ることを示せば、患者の許容度は上がるものとみられる。
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5.3. ビジネスモデルの構築・運用
本プロジェクトでは「メミルちゃん」サービスを改善し、マーケティングによっ
てユーザー数を新規に獲得した。また、外部とのパートナーシップによりさらに新
規会員獲得の確約を行った。弊社サービスにて蓄積されたデータベースを活用する
ことにより、顧客企業複数社と契約を行い、収入源を確保した。また、日本のテク
ノロジーを海外に展開するべく、アジア一カ国でユーザー調査を行い、現地ニーズ
の理解に努めた。
6. 事業化に向けた課題と展望
技術面：
• 制度の問題： 眼科診断 AI を日本で事業化する上で最も困難なハードルは制
度、特に医療機器承認が必要となるソフトウェアである点である。これまで
機械学習をベースとした統計的なアプローチのソフトウェアが医療機器とし
て承認されたことがなく、薬機法を通すためのノウハウなども全く蓄積され
てない。体力の無いベンチャーには数年間数億円の投資で承認を通すことは
難しく、大手が通した風穴を期待するしかないのが現状である。この意味
で、まずは海外の医療規制が比較的緩い国で実績を積む方向が良いと考えら
れ、海外進出と共に実験的に評価を行いたい。
• 画像の問題：スマホのカメラには種類が沢山あり、色合いや解像度などもま
ちまちである。これらを統一化させ、なるべく同じ品質の画像とすることが
精度を向上させる上で非常に重要である。今後、例えばスマホの外部デバイ
スとして拡大可能なマクロカメラなどを検討していく必要がある。
• サポートする疾患数に関して： 眼科疾患画像は十分収集できたものの、診
断をつける眼科の作業量が多く本プロジェクト期間内では当初目標の 12 種
（一種ドライアイだけはスマホカメラでは診断不可能であることがプロジェ
クト中で明らかになった）を達成することはできなかった。今後もこの作業
は続け、2018 年度中には達成する見通しである。
• 識別精度に関して： 本プロジェクトでは精度 80%を目指し、アルゴリズム
開発評価を行った。一定の環境下で撮られた画像であれば同等の精度は達成
できるものと考えられるが、現実の環境で多様なデバイス、画像素子、レン
ズなどが用いられる場合、同等の精度が達成できるかは未定である。今後、
実験環境を超えて、現実の世界での使用実験を重ねて、実用性を高めていく
必要がある。
ビジネスモデル面：
• セールスにまだ課題が残っており、プロダクトの価値を上げるためにはユーザ
ーの数を増やす必要がある。
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• 個々の企業のニーズに対して細かい対応をすることはセールスの成功確率に繋
がるが、スケールしない。スタンダード化されたセールスプロダクトを開発す
る必要。
• リソース不足:弊社のリソース不足によりプロダクト開発の遅れが生じることが
あり、これがセールスの遅れに繋がる。リソースの適切な配分を通じて技術開
発の遅れによりセールスが遅れることがなくなるようにしたい。
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