
  



■ AIとは 

人工知能（AI, Artificial Intelligence）とは、人間の知的ふるまいをコンピューターで動作するソフトウェアを用いて人工

的に再現したものです。経験から学び、新たな入力や刺激に順応することで、人間が行うように柔軟に判断し、タスクを実

行することを目指して開発されます。従来は細部まで人間がプログラムする

必要がありましたが、2014年に脳の神経系を模した Deep Learningという

新しい手法の登場により、その汎用性と判定精度の高さから爆発的な普及

をみせています。現在、車の自動運転、音声認識、医療画像の判定、メール

の自動振り分けやネットショップのおすすめ商品のシステムに至るまで、す

でに私たちの生活のあちこちで Deep Learningを用いた AIが活躍してお

り、一部では人間よりも正確な判断ができるようになっています。未来の社

会は、AIの利用がさらに拡大することが予想されています。 

 

■ AIの開発と AIを支える技術 

 私たちは町中でみた「猫」をどうやって認識するのでしょうか。例えば「比較的小さい」「茶色や白、黒色など」「頭上部に

耳」等の特徴から判断しています。これまで見てきたたくさんの猫に共通するものを特徴として記憶しておき、新たに見た

物体を「猫」として判断しているのです。Deep Learningを用いた AI開発はこれと似た手順を踏みます。まず、（STEP1）

「猫」および「他の動物」のデータを集め、(STEP2)猫の特徴を機械学習させ、(STEP3)その学習（学習済みモデル）を用

いて新たな画像を判断させる、という３つの手順です。 

 

 

 

機械学習とは、複数のデータからパターンや特徴を自動で見つけ出して学習済みモデルをつくる作業です。みなさんが

試験に備えて問題を解くことに似ていて、問題を解く毎に解き方を身につけるのです。うまくいけば未知の問題に出会って

も、学んだ解き方で正解することができます。つまり本番で高得点が狙える訳です。Deep Learningは機械学習の１つです

が、データから特徴を見つけ出す、つまり勉強する方法が Neural Networkという私たちの脳が行う処理に似せて作られて

おり、汎用性や判定精度が高くとても秀逸です。 

本講義はDeep Learningを用いて実際にオリジナルのAIをつくれるようになることを目的としています。 

本講義を通じてプログラミングの基礎知識や技術を身につけ、まずは AIを実際に走らせてみましょう。そして最終項で

はオリジナルの AIをつくります。AIで何をさせるか、具体的なタスクを考えながら楽しく学んでいきましょう。 

今から Python言語でプログラミングを学びます。次のルールを覚えておきましょう。 

１．ソースコードの文字は全て「半角」です。「全角」を用いるとエラーが出て実行できません。（例外あり） 

２．「実行」ボタンを押すとパソコンはソースコードの上から順番に実行していきます。 

３．ソースコードは、全て「MyProgram」フォルダ内に指定されたファイル名で必ず保存してください。 

４．「説明」をきちんと読み、理解しながら Chapterを進めていきましょう。気づきや分かったことなどをこの冊子に記

録することも重要です。人の助言を参考にするのはいっこうにかまいませんが、必ず自分でやりましょう。特に後

半は自力でプログラミングすることになるため、個人の学習成果が問われることになります。 

AIにルールだけを教えて後は自己学習を行

い、2週間後にプロを打ち負かすレベルに成

長した。Deep Learningが用いられている。 

D 



 

Chapter 1 

print関数・・・文字を表示する 

ソースコード（保存ファイル名 test10.py） 説明 

print(“ hello world ! ”) 

 

print()は( )の中身をコンソールに表

示する関数 

 

【プログラミングの手順】 

① 「Spyder」を起動して「ファイル」→「形式を指定して保存」→「MyProgram」フォルダに移動し、指定さ

れたファイル名(test10)と拡張子（.py）を入力して保存 

② ソースコードを打つ。（必ず半角で！） 

③ 「実行ボタン」を押す。 （注意！ 「実行ボタン」を押すと自動でファイルが上書きされます） 

 

【実行結果】 

 hello world ! 

【説明】 

 print関数は“ ” で囲まれた中身をそのまま表示します。通常ソースコードは半角文字のみで全角文字は使え

ませんが、” ”内は例外的に全角文字を使用することができます。””自体は半角です。 

【課題】 「私の名前は○○です」と表示させてみよう。（○○はあなたの氏名） test11.py 

※課題で test10.pyを利用する場合は、先に「ファイル」→「形式を指定して保存」→「MyProgram」フォルダに移動して、

指定されたファイル名(test11)と拡張子（.py）で保存してから編集してください。test10.pyのままで編集し、実行してし

まうと、自動的に test10.pyが課題の内容で上書きされてしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chapter 2 

print関数・・・文字を表示する 

ソースコード（保存ファイル名 test20.py） 説明 

bunsho = “hello world !” 

print(bunsho) 

bunshoは変数【用語】 

【実行結果】 

 hellow world ! 

【説明】 

実行結果は Chapter1と同じです。bunshoという変数に文字を代入してから print関数で表示しています。bunsho

は別の文字に変えてもかまいません。Chapter1と比べて print()に””がないのは、bunshoが変数だからです。 

【用語】  

変数・・・プログラムにおいて値（数字や文字列）を記憶させておく箱 

変数は半角の名前を自由につけることができます。変数とは値や文字を出し入れする“箱”のイメージです。 

例）変数を使用したプログラム例 

a = 2 

print(a) 

a = 100 

print(a)   

変数 aに値 2をいれる 

変数 aを print()で表示 

変数 aに値 100をいれる（前の a=2の情報は上書きされる） 

変数 aを print()で表示 

【実行結果】 

 2 

100  

 

【課題１】Chapter1のように””を加えて print(“bunsho”)に変えるとどうなるか、予想してから実行してみましょう。test21.py 

【課題２】test20.pyの 1行目に + “こんにちは!” を追記してみよう。test22.py 

【課題３】test20.pyの bunshoを適当な文字に変えて同じ実行結果にしましょう。test23.py 

 

 

 

 

 



 

Chapter 3 

for文・・・処理を繰り返す その１ 

ソースコード（保存ファイル名 test30.py） 説明 

for i in range(0,5): 

    print(i) 

 

 

 

 

for文用語を用いて iという変数に 0か

ら始めて１ずつ足しながら print関数を

実行し、全部で 5回繰り返したら終了

する 

【実行結果】 

 

【説明】 

（１行目）for文といいます。for文は対象とする命令を指定した回数繰り返して実行します。続く iは変数で in 

range(○,×)で iの初期値が○で、iに 1ずつ足す操作を×回繰り返します。 

（２行目）for文が実行する命令です。forよりも半角 4つ分を空けて記述します。半角の空白 4つ分は python

のルールですので必ず守りましょう。ここに全角の空白を入れないように注意しましょう。 

このプログラムの実行により、最初は i=0で print(i)を実行し、0が表示される。次に iに 1を足し合わせて

print(i)を実行し、1が表示される。次に iに 1を足し合わせて print(i)という命令を実行…（以下同様）とな

り、全部で５回命令を繰り返します。  

【用語説明】 

 for文・・・ 決まった回数だけ繰り返し実行するときに使用する関数 

for i in range(0,5)・・・for文の中を 5回繰り返す 

 

【課題１】 0の表示から 1ずつ増やして 100を表示してみよう。test31.py 

【課題２】 「こんにちは！」のみを 100回表示するプログラムをつくってみよう。test32.py 

 

 

 

 

 

printの前に半角の空白を 4つ分いれます 

: を忘れないように！ 



 

Chapter 4 

for文・・・処理を繰り返す その２ 

ソースコード（保存ファイル名 test40.py） 説明 

for i in range(0,3): 

    bunsho = str( i * 10) 

    print(bunsho) 

str(i*10)で「int型」である i*10を「string

型」に変換して printで表示できるよう

にする 

【実行結果】 

 

【説明】 

このプログラムは変数の型に注意しなければなりません。変数の型とは、下の表に示すように変数の種類のこと

です。printは文字列である「string型」を表示する命令注）です。従って、printで表示しようとしている変数

bunshoは「string型」でなければなりません。しかし、変数 iや iに 10をかけた数字は整数である「int型」で

であり、「string型」ではありません。そこで  str( i * 10)  とすれば、i*10という「int型」が「string

型」に変換されます。そして「string型」として bunshoに代入して printで表示しているのです。変数とは

“箱”ですが、中に入れることのできる種類（文字列や数値等）は決まっており、その種類を型といいます。プ

ログラミングでは必要に応じて変数の型を揃えたり、型を変更したりする必要があります。 

【変数型の種類】 変数を宣言するとき、 int a = 2 や float b = 0.11 などと変数の型を明示する場合もある。 

string型（ストリング型） 文字列 hello world, ABC, あいうえお など 

int型（イント型） 整数値 1,2,-1,10 など 

float型（フロート型） 小数を含む数値 0.24, -12.5, 105.454  など 

bool型（ブール型・ブーリアン型） true（真）、false（偽）の２値 true, falseの２つのみ 

 

注）実は printは変数の型が string型でなくても自動で変換して表示してくれます。python言語は型の変換を自動でしてく

れる命令が数多くあります。ただし、うまく変換できずにエラーが出る場合もあるため、そのときは型の変換を疑ってみ

てください。 

【課題１】 test22.pyを参考にして、「数字は」という文字を入れて、「数字は 0」といった表示をしてみよう。test41.py 

【課題２】 表示の前に「奇数は」という文字を入れ、0から 1000の間にある奇数を全て表示してみよう。test42.py 

■ プログラム上の演算子（オペレーター） 

足し算 + 

引き算  - 

かけ算  * 

割り算  /     

 

str()で string型に変換 

【プログラムにおける変数を使った割り算は注意！】 

特に変数で数値を割るときは要注意です。変数が 0になると

処理エラーが起こり計算がストップします。if文などを利

用して 0になったときの処理を別で記述するか、分母に極小

の有限値をあらかじめ入れておくなどの工夫が必要です。 



 

Chapter 5 

ｗhile文・・・条件を満たすとき処理をループさせる 

if 文・・・条件を満たすとき処理を実行する 

ソースコード（保存ファイル名 test50.py） 説明 

i = 0 

while True: 

    print( i ) 

    i = i+1 

    if i > 5: 

        break 

 

変数 iの初期値を 0とする 

while文で処理を繰り返す 

i をコンソールに表示 

i に 1を追加 

if文で条件処理を行う 

【実行結果】 

 

 

 

【説明】 

（２行目）while文は条件が満たされる間、延々と命令を繰り返します。これをループさせる、といいます。ルー

プを強制的に止めるときは breakを実行します。whileに続く Trueは「条件なし」です。 

（３行目～）while文が実行する命令です。 

（５行目）if文は条件が満たされるときに命令を実行します。ここでは、変数 iが 5を超えたときに breakして

ループを止める処理を行います。なお breakは、while文の命令の中のさらに if文の中にあるの

で、空白が 8つ分必要です。 

【用語説明】 

while文・・・条件の間、処理をループさせる。条件を Trueとすると、breakしない限り延々と処理はループし続ける。 

if文・・・「もし Xならば Yせよ、さもなくば Zせよ」という条件に合わせた処理を行う。 

■ if文における条件の表現のしかた 

a > 100 ・・・・・・・・・・・・・aが 100よりも小さいとき 

a == 0 ・・・・・・・・・・・・・ aが 0に等しいとき 

a > 100 && b < 100 ・・・aが 100より大きく、かつ bが 100より小さいとき 

  a == b || c < 100・・・・・aが bと等しい または cが 100より小さいとき 

【課題１】 while文と if文を使って、1の表示から順番に 100までに含まれる奇数を全て表示してみよう。test51.py 

【課題２】 課題１に加えて、最後に「以上で計算終わり」を表示してみよう。test52.py 

半角 8つ分を空けます 

向きを間違えないように！ 



 

Chapter 6 

imread()・・・写真を読み込む、imshow()・・・写真を表示する 

※事前に gazouフォルダに test.jpgという画像が入っていることを確認してください 

ソースコード（保存ファイル名 test60.py） 説明 

import cv2 

img = cv2.imread(“./gazou/test.jpg”) 

cv2.imshow(“picture image”, img) 

cv2.waitKey(0) 

cv2.destroyAllWindows() 

 

OpenCVライブラリの読み込み 

カレントフォルダ【用語】の gazouフォルダにある test.jpgを

imgに代入して image という名称のウィンドウに表示する。 

【実行結果】※Spyder とは別のウィンドウに表示されます。 

 

 

 

【説明】 

（１行目）画像の読み書き等を行うライブラリである OpenCVを読み込んでいます。ライブラリとは、読み込んで

利用できる機能のまとまりのことで、他にもたくさんのライブラリがあります。 

（２行目）imreadを使って gazouフォルダにある test.jpgを読み込んで imgに代入します。imgは構造体【用語】

です。構造体の名称は半角で自由につけることができます。 

（３行目）imshowを使って picture image という名称のウィンドウに構造体 imgを表示します。 

（４行目）waitKeyを利用してキーボードの打ち込みがあるまで待機させます。数値は待機する時間（単位 ms）

ですが、0を指定するとずっと待つことになります。 

（５行目）４行目で何らかのキーが入力されると、destroyAllWindows()を利用して、表示したウィンドウ（ここ

では picture image ウィンドウ）を閉じて終了します。imshowなどでウィンドウを生成した場合は、必ず

destroyAllWIndows()でウィンドウを閉じます。 

【用語説明】 

 カレントフォルダ・・・プログラムファイル（ここでは test60.py）が存在するフォルダをカレントフォルダという。例えばカレ

ントフォルダが”C:¥Users¥sprin¥.spyder-py3¥myDeep”だとすると”./”で省略できる。 

 構造体・・・様々な変数をまとめたものを構造体という。画像は、縦や横の画素数や、画像を構成する各画素の赤、緑、

青の色情報等が集まった１つの大きな構造体である。（100×100の画像は、10000個の画素で構成され、1

個の画素あたり（赤、緑、青）の色情報を持っており、さらに赤、緑、青は 0～254の整数値で表される） 

【課題１】 構造体「img」やウィンドウ「picture image」の名称を別の半角文字に変えて、同じ結果にしよう。test61.py 

【課題２】 ペイントを使って自作した画像を表示してみよう。画像のファイル名は test2.jpgとします。ファイルの種類の選択

で JPEGを選択し、保存先はMyProgramの gazouフォルダです。test62.py 

imshow( ウィンドウ名, 表示する構造体 ) 



 

Chapter 7 

構造体の情報を表示する 

ソースコード（保存ファイル名 test70.py） 説明 

import cv2 

img = cv2.imread(“./gazou/test.jpg”) 

height = img.shape[0] 

width = img.shape[1] 

cv2.imshow(“picture image”, img) 

print(img) 

print(“高さ”, height) 

print(“幅”, width) 

cv2.waitKey(0)  

cv2.destroyAllWindows() 

 

 

imreadで画像を読み込んで構造体 imgに代入 

構造体 imgの高さを変数 heightに代入 

構造体 imgの幅を変数 widthに代入 

構造体 imgを picture imageというウィンドウに表示 

各画素の色情報を表示 

変数 heightを表示 

変数 widthを表示 

キー入力待ち※0指定でずっと待つ 

全てのウィンドウを閉じる 

【実行結果】 

 

 

 

 

 

【説明】 

画像の構造体がもつ情報を printで表示するプログラムです。一般に画像は縦と横に整然と並ぶ画素で構成され

ます。画像を代入した場合、構造体には各画素の色情報が入力されています。 

（３行目）img.shape[0]は構造体 imgの縦に並ぶ画素の数を表します。そして変数 heightに代入します。 

（４行目）img.shape[1]で構造体 imgの横に並ぶ画素の数を表します。そして変数 widthに代入します。 

（６行目）print(img)で画素の色情報を表示します。出力結果の [ ]で囲まれた数字は 1つの画素の Blue, 

Green, Redそれぞれの値を 0～254の 255段階で表しています。（あまりに膨大なデータ量のため・・・

で省略されます）コンピューターはこの情報から、その画素の色を決定します。ちなみに[0,0,0]は白、

[0,0,254]は赤、[254,254,254]は黒の画素になります。 

 

【課題】 Chapter 7に加えて、幅の情報の後に、上から 100番目、左端から 200番目の画素の色情報を表示しなさい。 

この画素の色情報は、img[100][200]で取得できます。test71.py 

 

 

“高さ”に続いて変

数 heightを表示 



 

Chapter 8 

cvtColor関数・・・画像色を変化させる 

imwrite関数・・・画像を保存する 

ソースコード（保存ファイル名 test80.py） 説明 

import cv2 

img = cv2.imread("./gazou/test.jpg") 

img_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

cv2.imshow("image1", img) 

cv2.imshow(“image2”, img_gray) 

cv2.imwrite(“./gazou/test_gray.jpg”, img_gray)  

cv2.waitKey(0) 

cv2.destroyAllWindows() 

 

画像を読み込んで構造体 imgに代入 

構造体 imgをグレー化して構造体 img_grayに代入 

構造体 imgをウィンドウに表示 

構造体 img_grayをウィンドウに表示 

構造体 img_grayを gazouフォルダに保存 

キー入力待ち※0指定でずっと待つ 

全てのウィンドウを閉じる 

【実行結果】 

 

 

 

※グレー印刷（モノクロ印刷）だと違いが

分かりませんが… 

gazouフォルダに test_gray.jpgが生成されていることを確認しましょう。 

【説明】 

（３行目）２行目の imreadで読み込んだ画像が入った構造体 imgを cvtColor関数の機能である COLOR_BGR2GYRAY

を利用してグレー画像（GRAY）に変換し、別の構造体 img_grayに入れています。 

（４，５行目）構造体 img（元のカラー画像）と構造体 img_gray（グレー画像）をそれぞれウィンドウに表示。 

（６行目）imwrite関数を使ってグレー化した画像を gazouフォルダに img_gray.jpgの名前で保存します。実行

後に gazouフォルダを確認して、グレーの画像が生成されていることを確認してください。imwriteで

指定するファイル名は string型で英数字です。日本語などの全角文字を用いるとプログラミング時に

はトラブルの元になります。 

【課題１】 Chapter6で作ったペイントを使って自作した画像（test2.jpg）を表示し、グレー化して別名で保存しなさい。保存

先は gazouフォルダで保存名は test2_gray.jpg とします。test81.py 

【課題２】 Chapter8の６行目を 

cv2.imwrite(bunsho, img_gray) 

に置き換えた上で、これより前に変数 bunshoに保存ファイル名を代入して Chapter8と同じ動作を行うプログラム

を作りなさい。test82.py 



 

Chapter 9 

resize関数・・・画像の大きさを変える 

ソースコード（保存ファイル名 test90.py） 説明 

import cv2 

img = cv2.imread("./gazou/test.jpg") 

img_resize = cv2.resize(img, (200, 100)) 

cv2.imshow("original", img) 

cv2.imshow("resize", img_resize)  

cv2.waitKey(0) 

cv2.destroyAllWindows() 

 

画像を読み込み 

200×100の画素にリサイズ 

元画像をウィンドウに表示 

リサイズ画像をウィンドウに表示 

キー入力待ち※0指定でずっと待つ 

全てのウィンドウを閉じる 

【実行結果】 

 

 

 

 

 

【説明】 

これまでと同様に読み込んだ画像を構造体 imgに入れます。続いて resize関数で imgの画像サイズを変更して別

の構造体 img_risezeに格納します。最後に imgと img_resizeをそれぞれ別のウィンドウに表示します。元画像

とサイズが変わっていることを確認してください。 

 

【課題】元画像と 1800×1200にリサイズした画像をそれぞれ別のウィンドウに表示しなさい。test91.py 

【課題】元画像を 200×100にリサイズした画像を gazouフォルダの中に test_resize.jpgの名前で保存しなさい。test92.py 

 

 

 

 

 

 

 

 

resize(構造体, リサ

イズする大きさ ) 



 

Chapter 10   ※以降は webカメラが必須です 

webカメラの表示 

 

ソースコード（保存ファイル名 test100.py） 説明 

import cv2 

capture = cv2.VideoCapture(0) 

capture.set(3, 640) 

capture.set(4, 480) 

capture.set(5, 15) 

while True: 

    ret, img = capture.read() 

    cv2.imshow(“web camera”, img) 

    k = cv2.waitKey(1) 

    if k == 27: 

        break 

capture.release() 

cv2.destroyAllWindows() 

 

webカメラと構造体 captureを接続する 

#=3 カメラの横画素数を 640に設定 

#=4 カメラの縦画素数を 480に設定 

#=5 カメラの取得頻度を 15に設定 

while文を使って breakしない限り、以下をループする 

構造体 captureから画像のみを構造体 imgに入れる 

imshowを使ってウィンドウに構造体 imgを表示 

1msの間キー入力を待機し、入力キーを変数 kに入れる 

if文を使ってもし kが ESCキーのとき、 

breakして while文のループを抜ける 

webカメラと captureの接続を切る 

全てのウィンドウを閉じる 

【実行結果】 

 

 

 

 

【説明】 

いよいよ webカメラの登場です。webカメラを使うと連続した静止画や動画を手軽に得ることができます。上記の

ソースコードには while文、if文などこれまで学んできた様々な要素がちりばめられています。上から順番に丁

寧に理解していきましょう。 

（２行目）webカメラと構造体 captureを接続します。captureには画像やカメラの機械的な情報が随時入ります 

（３～５行目）webカメラのセッティングを行います。capture.set(#,$)において、#=3が横画素数、#=4が縦画

素数、#=5が 1秒間に取得する画像数 と決まっており、対応する数値 $ にセッティングします。 

（６～１１行目）while文による繰り返し処理を行います。画像を imgに入れて表示、if文を使って、キーボー

ドの ESCキー（キー番号 27）が押されたら breakして while文から抜け出すようにしています。 

（１２、１３行目）webカメラを使った後の処理です。構造体 captureと webカメラを切り離し、表示されている

ウィンドウを閉じる処理を行います。webカメラの切り離しをしないと、他のソフトウェアが webカメラを利

用できないため、プログラムで webカメラを利用するときには必ずこの後処理を行います。 

 

構造体 retにはカメ

ラ情報、imgには

画像が代入 

【予備知識】capture=cv2.VideoCapture(0)で 0

番目の webカメラと構造体 captureを接続し

ます。PCに複数台 webカメラがつながってい

る場合は、0を 1や 2に変えてみてください。 



 

Chapter 11 

webカメラの画像の保存 

 

ソースコード（保存ファイル名 test110py） 説明 

import cv2 

capture = cv2.VideoCapture(0) 

capture.set(3, 640) 

capture.set(4, 480) 

capture.set(5, 15) 

while True: 

    ret, img = capture.read() 

cv2.imwrite(“./gazou/webcam.jpg”, img)  

    cv2.imshow(“web camera”, img) 

    k = cv2.waitKey(1) 

    if k == 27: 

        break 

capture.release() 

cv2.destroyAllWindows() 

 

 

（省略） 

 

 

 

 

（省略） 

imwriteを使って画像を保存 

（省略） 

【実行結果】 

 

 

 

 

【説明】 

ここまで丁寧に理解し、プログラミングしてきた人は気づくでしょう。webカメラを使って取得した画像（上記プ

ログラム中の構造体 img）も静止画と同様に処理することができます。webカメラの画像が gazouフォルダの中に

webcam.jpg という名称で保存されていることを確認してください。 

 

【課題１】chapter10のプログラムを改変して、webカメラの画像をグレー化してウィンドウに表示しなさい。ヒント；グレー化

の方法は chapter8が参考になります。構造体 imgにカメラ画像を入れた後、グレー化して構造体 img_grayに

代入し、img_grayをウィンドウに表示します。全て while文の中に入れます。test111.py  

【課題２】test111.pyを改変して、webカメラの画像（元画像）を「original」のウィンドウに、グレー化した画像を「gray」のウィ

ンドウにそれぞれ表示しなさい。さらに gazouフォルダの中にグレー画像を webcam_gray.jpgの名前で保存しな

さい。test112.py 

 



 

Chapter 12 

webカメラの表示と連続保存 

  

課題 「MyProgram」フォルダの中に「images」フォルダつくり、その中に webカメラから

得る画像を 0から始まる連番のファイル名で保存するプログラムをつくりなさい。 

ソースコード（保存ファイル名 test120.py） 説明 

import cv2 

capture = cv2.VideoCapture(0) 

capture.set(3, 640) 

capture.set(4, 480) 

capture.set(5, 15) 

： 

省略 

 

 

 

【実行結果】 

 

 

 

 

【説明】 

いよいよ自力でプログラムをつくる日が来ました。これまでの学びを総動員して問いに答えてください。まず、

「MyProgram」フォルダの中に「images」という名称のフォルダをつくりましょう。 

Chapter11では、いくら webカメラを長時間使っても１枚の画像しか保存されません。それは、毎回同じファイル

名で保存するため、どんどん上書きされて過去の画像が残らないからです。そこで、保存する度に、保存するフ

ォルダはそのままでファイル名を次々に変更するようにすると、webcam0.jpg, webcam1.jpg, webcam2.jpg,,,といっ

たように 0から始まる連番で次々と保存し続けることができます。 

下のヒントを参考にして、Chapter11を変更したり追記したりして課題を実現しましょう。 

（ヒント） 

・imwrite で指定するフォルダおよびファイルに変数 bunsho（string型）を使います。 

・変数 bunsho のうち、ファイル名が webcam に続いて連番になるようにします。test22.pyおよび chapter5が

参考になります。変数 iは int型であることに注意しましょう。 

・型の変更は Chapter4が参考になります。 



 

Chapter 13 

AIのための学習画像の準備 

 

課題 webカメラから得る画像を 128×128の大きさに変更して、さらに 0から始まる

連番のファイル名で「images」フォルダに保存し、ESCキーを押すと終了するプログラ

ムをつくりなさい。 

ソースコード（保存ファイル名 test130.py） 説明 

import cv2 

capture = cv2.VideoCapture(0) 

capture.set(3, 640) 

capture.set(4, 480) 

capture.set(5, 15) 

： 

省略 

 

 

 

 

 

【実行結果】 

 

 

【説明】 

Chapter12のプログラムに resize関数を加えて 128×128の大きさでファイル保存しましょう。 

Deep Learningを用いてコンピューターに学習させるには、大きさが揃った多量の画像ファイルが必要です。

Chapter13で作成するプログラムを利用すると、AIをつくるときに必要となる大量の学習ファイルを自分で用意

できるようになります。 

【課題】 

chapter13のプログラムが完成したら以下の手順を実行し、できた画像ファイルを提出しなさい。 

手順１ 「images」フォルダ内の画像ファイルをいったん全て消してください。 

手順２ カメラに近づき、「test130.py」プログラムを実行して、自分の顔を少し回転したり横に動かしたりしながら 300枚

以上の画像を撮ります。 

手順３ 「images」フォルダに 300枚以上の自分の画像が保存されていることを確認してください。 

手順４ 「images」フォルダ内に「0末谷」のように出席番号と氏名を表すフォルダをつくって自分の写真を全てそのフォ

ルダに入れてください。 

手順５ ネットワークフォルダ内の指定した場所に「0末谷」フォルダをコピーして提出してください。 

 



 

 オリジナル AI作成の手順  

お疲れ様でした。Chapter13まででようやく準備が整いました。次からはいよいよオリジナル AIの作成です。本講

義では、以下の手順で「webカメラに映った物体が何かを判定する AI」を作成します。大まかな流れを把握した上

で、次ページに進んでください。 

 

 

 

 

単純ですが工夫次第でおもしろいことができますよ！ 

 主に Chapter13で作成した「test130.py」を利用します。webカメラを使って学習

用の画像ファイルを用意しましょう。例えば、「test130.py」を使ってリンゴの写真

を 100枚ほど撮影し、「apple」という名称のフォルダにリンゴの画像を入れま

す。同様に「orange」フォルダ、「peer」フォルダを用意して、それぞれ画像を入れ

ます。これらのフォルダを全て「images」フォルダに入れて準備完了です。 

また、自分のスマホで撮ったり、インターネットから取得した画像でも 128×128

のサイズであれば学習ファイルにすることができます。 

 

 

STEP1で学習データを用意した上で、配布した「train.py」（load_images.pyと自動

で連動）を実行すると「images」フォルダ内の画像を読み取って Deep Learningを

用いた機械学習が始まります。「train.py」の中には学習方法を記した Neural 

Networkが記述されています。興味のある人は読み取ってみてください。学習

が終わると「mymodel.h5」という名称の学習済みモデルが生成します。学習中あ

るいは学習の最後に表示される accuracyという数値が正答率を表します。 

 

 

STEP2で PCに学習させた上で、配布した prediction.pyを実行すると、学習済み

モデルである mymodel.h5を元に webカメラに映ったモノを判定します。うまくい

けばパソコンが物体を正しく判定します。 

 

【AI開発のための３つのファイル】 

① 「MyProgram」フォルダにある「test130.py」以外のプログラムデータを全て別のフォルダに移動してください。 

② 次の３つのファイルを配布します。全て「MyProgram」フォルダに入れてください。 

     train.py ・・・ユーザーが用意したデータを Deep Learningで機械学習するプログラム。実行すると学習済みモ

デル（データの種類を識別するための特徴量をパッケージしたもの）「mymodel.h5」が生成する。 

     load_images.py ・・・train.pyと自動で連動するプログラム。ユーザーが用意したデータを Deep Learningで学

習できる形に変換する。前処理プログラムともいう。 



     prediction.py ・・・学習済みモデル「mymodel.h5」を元に webカメラ映ったモノを判定するプログラム。判定結果

と判定確率を表示する。 

 

Chapter 14 

Deep Learningを用いたオリジナル AI制作 

（STEP 1） 

 
－ 説明 

０．構想 

webカメラに映ったモノをコンピューターが自動で判断する AIをつくります。 

何を判断させるかを決めて学習用の画像ファイルを用意しましょう。 

 

「apple」「orange」「peer」を判断する AIをつくる。を例にとって説明します。 

 

Ⅰ準備＜学習データの準備＞ 

① リンゴ、オレンジ、なし の３つの果物を用意する。 

② まずリンゴを手に取り、chapter13でつくった「test130.py」を実行して、webカメラを使

って様々な向きのリンゴを撮る。 

③ 「images」フォルダに十分な数のリンゴの画像が保存されたら、ESCキーを押してプ

ログラムを止める。（最初は 100枚程度で十分） 

④ 「images」フォルダ内で「apple」フォルダをつくり、リンゴの画像を全て「apple」フォル

ダに入れる。 

⑤ 以下、オレンジ、なしも同様に写真を撮る。 

 

Ⅱ確認＜機械学習前の確認＞ 

「MyProgram」フォルダが以下のようになっているか確認する。 

 

「images」フォルダの以下のように画像が入ったフォルダのみになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォルダ名で PCに写真

の意味を教えます。この

作業を「ラベル付け」とい

います。人の手によって

「ラベル付け」されたデー

タを使って機械学習させ

ることを「教師あり学習」と

いいます。 

 

写真を入れるフォルダ名

に全角や漢字を用いても

かまいません。 

 

フォルダ内に入れる画像

の数が異なってもかまい

ません。 

 

「test130.py」は chapter13

で作成したプログラムファ

イルです。それ以外は配

布します。 

 

アイコンは PCによって異

なります。 



 

Chapter 15 

Deep Learningを用いたオリジナル AI制作 

（STEP 2） 

 
－ 説明 

Ⅰ準備 

「train.py」を開き、以下の変更を行って保存してください。 

 

① num_classesの数を「images」フォルダ内のフォルダ数と同じにする 

（「apple」「orange」「peer」であれば num_classes=3） 

② epochの数を 5にする 

 

ⅡDeep Learningを用いた機械学習 

 「train.py」を実行してください。 

「train.py」は「images」フォルダのデータを読み取って、データを識別するための特徴

量を Deep Learningの手法で見つけ出します。 

 

 

 

 

 

 

数値は半角 

epochは繰り返し学習の

回数。 

 

 

一般的に機械学習は処理

に時間がかかる 

【実行結果】 

 学習済みモデル「mymodel.h5」ファイルが生成  ※val_accの値が正答率を表す 

【説明】 

「train.py」を実行すると「load_images.py」と連携して学習が始まります。コンピューターは「images」フォルダにある画像を

学習用ファイルとして読み込み、識別するための特徴点、特徴量を洗い出します。例えば「apple」と「orange」、「peer」を判

断するための特徴的な相違を多量の画像から見つけ出すのです。さらに、epoch（エポック）で指定した回数で同じデータ

を繰り返し学習を行うことで、識別するのに有利な特徴点を見つけ出しやすくなります。 

Deep Learningの登場以前は、特徴点を見つけるために対象物に合わせて人間が様々なプログラム上の工夫を行ってい

ました。ところが Deep Learningは、対象物が何であれ多量のデータから特徴を洗い出す方法です。現段階では対象物に

よって多少の工夫は必要ですが、この方法は私たち人間の学び方と似たものがあります。 

【注意】フリーズと対処法 

「train.py」の実行によって Deep Learningを用いた機械学習を行いますが、通常この処理にはとても時間がかかりま

す。PCの性能によっては、処理が重すぎて「Spyder」などのプログラミングソフトがエラーを表示したり、フリーズするこ

とがあります。そのときには、「WinPython Command Prompt.exe」を立ち上げて、コンソール（真っ黒な画面）で「train.py」

を実行します。 

① 「cd ○○」（○○にチェンジディレクトリ）や「cd ..」（一つ上のディレクトリに移動）、「dir」（ディレクトリ内のファイルや

ディレクトリを表示）コマンドを利用して、「MyProgram」に移動 

② 「python train.py」と打ち込んで「train.py」を実行 



 

Chapter 16 

Deep Learningを用いたオリジナル AI制作 

（STEP 3） 

 
－ 説明 

Ⅰ確認 

 Chapter15の作業で、フォルダの中身は次のようになっているはずです。 

 

【Chapter13でプログラミングしたファイル】 

test130.py ・・・webカメラを使って「images」フォルダに画像を保存するプログラム 

【配布したファイル】 

train.py ・・・ユーザーが用意したデータを Deep Learningで機械学習するプログラム。

実行すると学習済みモデル（データの種類を識別するための特徴量をパ

ッケージしたもの）「mymodel.h5」が生成する。 

load_images.py ・・・「train.py」と自動で連動するプログラム。ユーザーが用意したデー

タを Deep Learningで学習できる形に変換する。前処理プログラ

ムともいう。 

prediction.py ・・・学習済みモデル「mymodel.h5」を元に webカメラ映ったモノを判定す

るプログラム。判定結果と判定確率を表示する。 

【Chapter14の機械学習で生成したファイル】 

   mymodel.h5 ・・・Deep Learningで生成した学習済みモデル。学習の結果、データを識

別するための特徴点、特徴量の情報が詰まっている。 

   whoiswho.txt ・・・「images」のフォルダ名と学習の処理に必要なナンバリングの対応表。

（特に使うことはない） 

 

ⅡAIプログラムの実行 

（１）準備 

「prediction.py」を開き、以下の変更を行って保存してください。 

 

・ num_classesの数を「images」フォルダ内のフォルダ数と同じにする 

（２）実行 

 「prediction.py」を実行してください。 

 

 

 

 

【実行結果】 

 

 



オリジナル AIの性能を高めるために 

 Chapter16で実行した結果は満足のいくものでしたか？ 

 はじめてつくったモノがうまく動いたときは、うれしさとともに様々な気づきや問題があるものです。プログラミングの世界

にも、ものづくりの原動力となる感動や、質を向上させる工夫の積み重ねが存在します。問題を１つ１つ解決し、よりよい

モノにしましょう。 

 一般に、AIの性能を高めるために見直すべき点は次の大きな３つです。 

１． 学習ファイル（画像）の見直し 

学習のために用意するファイルは結果に大きく影響します。試験対策でいうと問題集の種類や質、量に相当します。

目的に合った画像を準備すべきです。 

① フォルダ名やフォルダの種類は適切か。フォルダ名と中に入れる画像は一致しているか。 

② 画像の質は十分か。余計なモノは映っていないか。 

③ 画像の量は十分か。 

２． 学習プログラムの見直し 

学習する方法も結果に大きく影響します。試験対策でいうと勉強の方法に相当します。学習の基本はドリル、つまり

繰り返す回数が重要です。ただし、がむしゃらに繰り返し学習の回数を増やしても結果がよくなるとは限らず、むしろ

下がっていく傾向があります。また、脳の思考回路に相当する Neural Networkを工夫すると劇的に正答率が向上す

ることもあり、学習プログラムの特性はかなり「人間的」です。 

① 「train.py」における繰り返し学習回数（epoch数）は適当か。 

acc（正答率）が高く、loss（cross entropy）が小さいほど優秀な学習ファイルです。 

② 「train.py」における Neural Networkは適切か。 

（train.pyのソースコードを理解する必要があり、難易度は高い操作です。） 

３． 組み込みプログラムの見直し 

学習済みモデルの使い方も結果に大きく影響します。試験対策でいうと本番における頭の使い方に相当します。問題

用紙が配られても、問題用紙以外のモノが目に映っていると気が散りますよね。 

「prediction.py」における推定プログラムは妥当か。 

（prediction.pyのソースコードを理解する必要があり、難易度は高い操作です。） 

 

 

 

 



【付録１】Deep Learningのための配布プログラム（ソースコード） 

load_images.py ・・・imagesフォルダから学習画像を読み込んで学習できる形に変更（前処理という）するプログラム 

 

 

 

 



train.py ・・・Deep Learningで学習し「学習済みモデル」(mymodel.h5)を生成するプログラム（load_image.pyと連動） 

 



prediction.py ・・・「学習済みモデル」(mymodel.h5)を元に webカメラの画像を判断するプログラム 

 



【付録２】プログラミング環境構築の方法 

 プログラミングをするには PCの準備をする必要があります。 

① windows10 64bit を搭載した PCを用意する。32bitは不可。 

注意！ CPUが Core i5以上、メモリが 4GB以上のスペックを推奨する。非力な PCでは AIが動かない可能性あり。 

② 「winPython」の 64bit版をダウンロードする。 

③ ダウンロードしたファイルを解凍後、「WinPython Command Prompt.exe」を起動する。 

④ pip install opencv-contrib-python を入力して実行する。 

⑤ pip install tensorflow を入力して実行する。 

⑥ pip install keras を入力して実行する。 

⑦ PC教室の場合、①～⑥を実行した後、フォルダ毎 zip圧縮して生徒 PCに配布後、個々で解凍する。 

注意！圧縮しても容量が 2GB以上になるため、配布や解凍には時間がかかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は山口県立徳山高等学校における SSH設定科目「AI研究入門」で使用するテキストとして作成しました 
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