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Our team
Petr Hurtik：M.Sc。（2011）情報
学および博士号（2017）オスト

ラヴァ大学の応用数学。

Marek Vajgl：M.Sc。（2004）お
よびPh.D. （2011）オストラヴァ
大学の情報学で形式論理学の分

野で。

私たちのチーム
Petr Hurtik: M.Sc. (2011) in 
informatics and Ph.D. (2017) in 
applied mathematics from the 
University of Ostrava. 

Marek Vajgl: M.Sc. (2004) and 
Ph.D. (2011) in informatics from 
the University of Ostrava in the 
field of formal logic.



Our motivation
1. 私たちは人工知能の研究者であるため、
世界規模の競争でソリューションを比

較したいと考えています。

2. 日本の研究者との連携を図っていきた
い。これまでに福岡、大津、富山の3
回日本を訪れ、学会に参加してきまし

た。

私たちのモチベーション
1. As we are researchers in artificial 

intelligence, we want to compare our 
solution in the world-wide competition.

2. We want to establish cooperation with 
Japanese researchers. So far, we have 
visited Japan three times: Fukuoka, Otsu, 
and Toyama to participate in scientific 
conferences.



Our hardware
コンピューター1：RTX2080 11GB

コンピューター2：RTX2060 8GB

強力なハードウェアよりも優れたアイデア
です。しかし、いくつかのV100があるとい

いでしょう:)

私たちのハードウェア
Computer 1: RTX2080 11GB

Computer 2: RTX2060 8GB

A good idea is better than strong hardware. 
But, it would be nice to have some V100s :)



The solution
1. 画像を取得します

2. 5つのPoly-YOLOのアンサンブル
を介してオブジェクトを検出し
ます

3. 加重ボックス融合による結果の
集計

4. より正確なボックスを持つよう
に検出を調整します

5. オブジェクトを車、歩行者、背
景に分類して、誤検知を削除し
ます

6. マッチングによる追跡の実現

7. 出現回数が3回未満のオブジェ
クトを削除し、欠落しているオ
ブジェクトを埋めます。

ソリューション



Image augmentation
• フリップ、サイズ変更、ランダムなア
スペクト比、HSV歪み、ノイズの追加

• 2つの画像からのモザイク

• オブジェクトの修復

画像の増強
• Flips, resize, random aspect ratio, HSV 

distortion, adding noise

• Mosaicing from two images

• Inpainting objects



Poly-YOLO Poly-YOLO

Hurtik, P., Molek, V., Hula, J., Vajgl, M., Vlasanek, P., & Nejezchleba, T. (2020). Poly-YOLO:
higher speed, more precise detection and instance segmentation for YOLOv3. arXiv preprint
arXiv:2005.13243.



Ensemble
448x864、バッチサイズ2

352x704、バッチサイズ3

224x448、バッチサイズ10

960x1952、バッチサイズ1、歩行者のみ

544x1120、バッチサイズ1

アンサンブル
448x864, batch size 2 

352x704, batch size 3

224x448, batch size 10

960x1952, batch size 1, pedestrians only

544x1120, batch size 1



Refinement
• これは普遍的な方法であり、ボックス

をより正確にする方法です。

• 新しい座標を予測するEfficientNet B3。

• 現在、私たちはそれについての論文を
書き、ICLR会議に送りました。

洗練
• It is a universal way, how the boxes can be 

more precise.

• EfficientNet B3 predicting new coordinates.

• Currently, we wrote a paper about it, sent 
to the ICLR conference.



Additional classification
目標は、誤検知を取り除くことです。

3つのクラスを持つEfficientNetB3。

追加の分類
• The goal is to remove false positives.

• EfficientNet B3 with 3 classes.



Tracking via matching
• シャムネットワークによって生成され
た類似性インデックスを実装しました。

• 隣接するフレーム間だけでなく、前の
フレームで検出されなかった以前に見
つかったオブジェクトの履歴も調べて、
同様のボックスを照合します。

マッチングによる追跡
• We implemented a similarity index 

produced by a Siamese network.

• We do match the similar boxes not only 
between the adjacent frames but also 
looking into the history for the previously 
found objects not detected in the 
preceding frame.



Post-processing
• 小さな箱の削除

• 発生率の低いボックスの削除

• 隣接するフレームでの欠落オブジェクト
オカレンスのギャップを埋める

後処理
• Deletion of small boxes

• Deletion of boxes with a low occurrence

• Filling gaps of missing object occurrences in 
adjacent frames



Conclusion
• 受賞者の皆さん、おめでとうございます

• 競争してくれた他の参加者に感謝します

• COVIDが消えた後、日本でお会いしま
しょう

結論
• Congratulations to the winners

• Thanks to other participants for competing

• Hope to see you in Japan after COVID will 
disappear


