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経年劣化シネマ映像におけるブロッチノイズ修復処理の改善 
 

1412055 山崎英俊 

（指導教員 武尾英哉教授） 

 

1． 研究背景・目的 
映画は誕生からすでに 100 年経過している。映画フィルムは
長期間保存するのに適した媒体であるものの、その科学的不
安定性のために経年劣化を生じることは避けられず、多くが
重度の損傷を被っており、損傷をディジタル画像処理技術に
よって修復し、経年劣化以前の本来の品質の画像を復元する
ことが必要とされている。 
 

2． 手法 
2.1. 従来の修復処理[1]-[3] 
図 1 はブロッチノイズ修復の流れを示したものであり、突発
的に出現するブロッチは、本来の動画の変化に対してもノイ
ズと判断されてしまうため、ノイズ修復の前に動き補償処理
を行い、誤った修復を防いでいる。 
修復方法は平均値を用いた修復である。 

 

 

図 1 ブロッチノイズ修復の流れ 
 
従来の修復での問題点は以下のようなものがあげられる。 
 大きいブロッチは処理してもぼやけるだけでほとんど

消すことができない 
 検出できないときがある 
 ブロッチではないものに処理がかかり、小さいものが消

える 
 うごいているものがぼやける 
 うごいていない文字などがぼやける 

 
2.2. 今回の手法 
本研究では元画像を縮小し、縮小前のサイズの塗りつぶし画
像に貼り付けた物をしようすることで、ブロッチノイズのサ
イズを小さくして修復を行い、修復後にトリミングと拡大を
行った。 
修復後の画像がボケなどで見にくくなってしまうため、画像
の鮮鋭化処理の一つである USM(アンシャープマスク)処理[4]

を行い、輪郭を強調させる。 
 

3． 結果と問題点、その解決策 
結果としては大きくて濃いブロッチを薄くすることができた。
問題点として従来の修復に比べ、画像が荒くなってしまい、
見にくくなってしまうことがあげられる。 

 

 

 

 

 

修復前   従来の修復    今回の修復  

図２  修復結果 
 

 

   USM 処理前     USM 処理後 

図 3 USM 処理結果 
 

USM 処理を行うことで輪郭を強調し、処理前と比べると見や
すくなっている。 
他にも大きいブロッチノイズは完全には消えず、今回の修復
でのこれ以上の改善は難しいと思われる。 
 

4． まとめ 
今回の手法では、ブロッチをほぼ消すことができ、一番大き
く濃いものは完全に無くすまではいかないが、かなり薄くす
ることができたのでこの手法は有効であるといえるだろう。
しかし、弊害も多く、USM 処理をかけなければ見にくいとい
う点や、かなり大きなブロッチは完全には消えず薄くなって
残るという問題点が残ってしまった。 
 
5． 今後の課題 

今後の課題としては今回の手法では、修復方法は平均値修復
を使用しており、平均値修復以外の修復方法での修復を行っ
ていないため、画素移植などの修復方法で修復する必要があ
ると考えられる。 
 

6． 参考文献 
[1] 齋藤隆弘,”デジタル画像処理によるフィルム映像の復元

(1)”映像情報メディア学会 Vol.55 No.12 2001 
[2] 齋藤隆弘,”デジタル画像処理によるフィルム映像の復元

(2)”映像情報メディア学会 Vol.56 No.1 2002 
[3] 平成24年度,神奈川工科大学卒業論文, 経年劣化シネマ映
像のデジタル修復処理の開発，志田雄輝,杉山紘基,鳥居潤也,
畠山拓也 

[4] 平成26年度,神奈川工科大学卒業論文, アンシャープマス
クの高速化検討，,二梃木,晃次郎,大木駿輔,山下椋介,泉大輔,
富田大典 



黄斑部を重視した網膜症の診断支援システムの開発 

1412051 松尾 洸希 

(指導教員：武尾英哉) 
 

1．はじめに 

昨今、健康診断などで糖尿病性網膜症等の視力

低下や失明につながる病気の早期発見のために

眼底検査をする人が増えています. 

検査は経時ごとに眼底写真を撮って医師が見る

事で症状を判断しているが, この方法は検査を

する医師の技術や知識の差で症状の診断に差が

出来てしまうという問題がある. 

 

2．目的 

眼底写真から視力と関わりがある症状を画像処

理の観点から明らかにし、医師の診断をサポート

する為の手法を開発する. 

 

3．眼底画像 

 

 
           (a)                    (b) 

図 1．(a)健康状態 (b) 糖尿病性網膜症 

 

4．糖尿病性網膜症 

糖尿病の三大合併症の 1 つ, 視力低下・失明な

どにつながる病気. 血管を詰まるなどの原因で, 

血流を妨げてしまうので酸素不足で新生血管が

作られて眼底出血や硝子体出血などを起こす. 

 

5．手法 

 
図 2. 手法手順 

 

5.1. 計算方法 

回帰分析を用いて点状出血, 斑状出血, 軟性白斑

それぞれの数の合計から切片と係数を導くことで計

算値を求めて視力との関係を求める. 

5.2. 画像作成 

 
図 3．画像の作成手順 

 

6. 結果 

 
図 4．時間経過で変化する計算値と視力の推移 

※日数 0~356 までが学習データ、 

日数 385~451 までが未知データ 

 

 
図 5. 視力と計算値の相関関係 

 

7. 今後の課題 

結果の図 4を見ると 0.6 以下の時の計算値は正

確に取れているがそれ以上になると取りきれな

くなってしまっているのでその改善をする. 

 点状出血, 斑状出血, 軟性白斑の中にも治り

かけているものがあるが実際に見ても判別が難

しいものがあるので取りきれないものが出てき

てしまう. 

 

参考文献 

[1]眼底画像における経時サブトラクション処理に

よる網膜症の診断支援システムの開発 

[2] 眼底画像における出血と白斑の自動検出方法 



人工症例で学習した乳がん石灰化 CAD の有効性の検証 

 
1412049 下薗 孟 

（指導教員：武尾英哉 教授） 

 

1 はじめに 

 近年、医療の現場では医療用画像装置による画像

の多量化・高精細化が進んでいる。それに伴い、

コンピュータを用いた診断支援システムが大きな

役割を果たしている。本研究では、乳房Ｘ線画像

を対象とした、乳房に発生する石灰化を自動的に

検出する CAD の開発・向上により、医師の診断を

支援することを目的とする。 

 

2 目的 

 人工症例のみで学習させた CAD が実症例のみ

で学習した CAD と同等の性能を示すことを目的

とする。また判別機を SVM から CNN に変更して

検証する。 

 

3 手法[1] 

 処理の流れを図１に示す。 

 

図 1 処理過程 
 

3.1 特徴量抽出 

学習用に用意した石灰化を候補領域検出処理

にて抽出し、特徴量を算出、それをもとに機械学

習を行って判別機を作成する。 

3.2 判別機作成 

SVM を用いて、9 種類の特徴量を採用し 9 次

元のベクトル空間での判別を行う判別機を作成。

TP 例 90,FP 例 90 で作成。 

3.3 性能評価 

 判別機によって算出されたデータを正解デー

タベースと照合し性能を評価する。 

 

4 結果 

 症例数 542 に対しての SVM 判別機による検出

結果を表 1 に示し、性能評価のための FROC 曲線

を図 2 に示す。 

表 1 SVM 石灰化検出性能 

C A D の学習法 TP率[% ] FP [個/im age]

実証例のみでの判別機 90.89935 0.242744

人工症例のみでの判別機 92.74942 0.30518

 

 
図 2 検出性能の FROC 曲線 

症例数 93 に対しての CNN 判別機の結果を表 2 に

示す。 

表 2  CNN 石灰化検出結果 

 

5 まとめ 

FROC 曲線から、SVM を用いた人工症例のみで学

習した判別機が実症例のみに比べ同等の検出結果

が得られた。 

また CNN においても人工症例のみで学習した判

別機で同等の結果を得られた。 

[参考文献] 

[1] 安倍和弥，武尾英哉，黒木嘉典，他：人工症例

画像の CAD 開発への有効性検証と客観的評価基

準としての活用の提案，Med Imag Tech 35(2) : 

110-120, 2017 

 TP[%] FP[個/image]
実症例 95.294 0.1935 

人工症例 96.471 0.1828 
画像数 93 



乳がんを対象とした人工石灰化陰影の製作 
1312001 平野元章 

 
（指導教員：武尾英哉 教授） 

 

 

1 はじめに 

本研究は，実症例と全く見分けがつかない人工腫

瘍の作成方法を確立し，大きさ，形，コントラスト

を変更しながら，無数に人工腫瘍を含む模擬的な症

例画像を生成することによって，CADシステムの開

発におけるサンプルデータ数を補完することを目

的としている． 

 
2 基本原理 

 
  (c) 埋め込み先         (d) 合成画像 

図1 石灰化の埋め込み概要図 

2.1 人工症例画像制作の原理 

 実証例から石灰化部分を抽出し、埋め込み先に合

成することで人工症例画像を制作する。 

 
2.2 人工症例画像制作の原理の拡張 

 １. 石灰化の大きさが不揃いで尖ったもの、淡い

ものが含まれる。集簇したり、何となく乳管に沿っ

ている→本物の悪性だろう。 

２.円形で比較的丸く、大きさと濃度がそろってい

る。比較的狭い範囲に数が少なく集簇→本物の良性

だろう。 

以上の医師の助言を特に参考に医学的観点からも

違和感のない人工症例画像の制作を行った。 

 
3 結果 

 医師に２名、レントゲン技師１名に実例画像5枚

と人工症例画像5枚の合計10枚をランダムに混ぜ

０～１００点でそれぞれを評価してもらったとこ

ろ以下の結果となった。（表１参照） 

 そこで、より実例画像と人工症例画像の差を埋め

るべく12月13日にふたたび評価してもらった結果

の比較が下図の通りである。（表１参照） 

 

表 １ 医師らの評価結果比較 

 
4 今後の課題 

 12月13日に行う評価実験では前回の評価実験に

比べ差分が少なくなれば、今回制作した人工症例画

像は前回よりも実例画像に近づいたという結果に

なる。 

今回の人工症例画像の制作では前回に比べて、医

学的な観点からも考え、違和感のない位置に石灰化

の埋め込み先を選定した。これにより評価実験で前

回と比べ結果が良くなったので、この手法がより実

証例に近い人工症例画像の制作に有用だとわかっ

た。 

評価結果がマイナス値になってしまったのは今

回依頼した画像は全てカテゴリー３（要再検査）未

満と判断されたため、本来ならば読影しなくてもよ

い画像なことから、石灰化陰影がより分かりやすい

位置にある人工症例画像の方が本物にみえたので

はないか。また、制作した人工症例画像はＣＡＤの

教材にすることが目的なので、石灰化陰影がより本

物に近いと結果が出たことから目的を達成したと

いえる。 
参考文献 

[1] 検察のためのマンモグラフィ・アトラス 著者森本忠興、笹三徳 

[2] 安倍和弥、武尾英哉、永井優一、黒木嘉典、縄野繁 乳がんを対象

とした新しい人工石灰化陰影の作成と実症例を全く用いない CAD 開発

手法の有効性検証中村友弥、石田勝、三枝駿介、佐野天人 

[3] 検察のためのマンモグラフィ・アトラス 著者 森本忠興、笹三徳 

[4] マンモグラフィガイドライン 編集 （社）日本医学放射線学会、

（社）日本放射線技術学会 

[5] デジタルマンモグラフィ実践テキスト 基礎から応用まで 著者 森

山紀之、内山菜智子  

(a) 実症例 (b) 石灰化抽出 



映像認識による表情検知を利用したうつ病診断の定量化 
 

1412018 尾本 彩果 
(指導教員：武尾 英哉 教授) 

 
1. 研究背景[1][2]と目的 

平成 26 年「労働安全衛生法」改正によって、企業によ

る就労者のストレスチェックが義務化されるなど、近年

ではメンタルヘルスケア需要の拡大と産業医の不足が

問題となっている。また従来の診断(DSM-5)では自覚症

状の有無をもとに診断を行う関係から、患者の訴える症

状に頼らざるをえないという限界がある。 
顔ビデオ映像処理から得た、目や口、表情筋の動きをそ

れぞれ特徴量化し、統計や機械学習で医者の所見とマッ

チングさせることで、患者の表情を客観的な数値として

表し、医者の負担軽減や治療の窓口を広げるのに役立て

る。 

 
2. 手法 

コンピュータ上で表情を検知するためには、画像全体か

ら顔の部分をそうでない部分を識別し、さらに顔の各パ

ーツの位置を取得しなければならない。この一連の処理

を行うシステムを一から開発するのは大変手間がかか

る。現時点において研究でわりだした判別手法を実際に

評価するのに、Microsoft 社の Kinect を機材として使用

する。 
 

3. ディープラーニングにおける視線検出 
画像解析によるうつ症状の定量化のため、被験者の目線

の動きは重要な特徴であることがうつ病の調査によっ

て明らかになった。撮影した映像から、その時点の目線

の方向を得るためにディープラーニングによる機械学

習を利用した画像判別器の作成と視線検出システムの

構築を行う。 
 
4．うつ病診断の定量化 

具体的なうつ病患者と健常者の視線の調査を行い、差異

を把握してうつ病診断の定量化を行う。インターネット

上に発信されているうつ病患者や健常者の動画を調査

し、それぞれの視線の動きの解析を行う。また、調査し

た結果を集計し、うつ病患者と健常者の差異を検討する。 
 

4.1. うつ病患者の特徴 
調査よりうつ病患者の特徴としては、視線の動きが少な

い,視線の動きに偏りがある,どちらかというと右方向を

見る傾向がある,正面を注視する時間が長い,正面以外に

視線を向ける場合は瞬間的なものが多い(個人差あり)、
といったものが挙げられた。 
 

 
図１ うつ病患者の視線頻度 

 
図 2 健常者の視線頻度 

 
4.2. 特徴量 

調査結果より得られた特徴から特徴量を4種類作成した。

主に視線の頻度や動きに着目をし、エントロピー,近似曲

線,フーリエ解析,確率,分散・標準偏差を利用した。 

 

4.5. 特徴量を用いた判別処理 
うつ病患者 8 名,健常者 8 名の計 16 名の動画データのそれぞ

れのデータより作成した特徴量 12 個の具体値をそれぞれ算

出し、SVM(:Support Vector Machine)にて機械学習させた。 
 
1. 個々の特徴量の判別性能 

12 個それぞれの特徴量の正答率を算出したところ、12
個中 5 個が 60%を超える正答率であり、最大で 75%であ

った。 
2. L 法による 12 個の特徴量を用いた判別性能 

健常者のみのデータより、閾値 62.5 を基準としたとき、

健常者であると判別したものが 8個中 7個,うつ病患者の

みのデータよりうつ病であると判別したものが 8 個中 5
個となり、75%の正答率となった。 

Az(EOC 下面積)=0.7125 

図 3 ROC 曲線   

 

5. まとめ 
最終的な識別の正答率は 75%という値となったがこれはあく

まで視線に特化した場合の結果であり、今後口や眉などの視

線以外の特徴量を増やしていく中で更に正答率が上がってく

る見込みがあると考えられる。 

参照文献 
[1]ファイザー株式会社. うつ病の症状. 参照先: こころの陽

だまり: http://www.cocoro-h.jp/sitemap.html 
[2]株式会社ネオマーケティング. アイトラッキングとは. 参

照先 : その手があったか！NEO MARKETING: 
https://www.neo-m.jp/research-service/service/eye
tracking/ 
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表情検知を利用したうつ病診断の特徴量の開発 
1512043 長井 雅志 1512047 岡田 賢斗 1512059 牧 優太 

（指導教員：武尾 英哉 教授） 

 

1. 研究背景と目的 

平成 26 年度厚生労働省の調査によると、日本国内の

うつ病患者は 111 万 6 千人とされているが、彼らの医療

機関への受診率が低いこともわかっており、実際にはこ

の発表より多いのではないかと思われている。また、日

本の自殺者数の原因の約半分が健康問題に関すること

で、その健康問題の自殺原因・動機の中で、最も多いの

はうつ病である。これを防ぐため、自身がうつ病である

かどうか、早期かつ手軽に特定できるような技術の開発

が求められている。そのため、スマートフォンのカメラ

などの身近な機器でうつ病の診断の補助ができる方法

として、うつ病患者に見られる表情の特徴的な変化を利

用し、表情検知によって得た表情の情報からうつ病患者

特有の特徴の定量化、つまり特徴量を検討する。 

2. 手法 

画像解析によるうつ病の定量化を行うため、うつ病患者

にみられる特徴の調査を行ったところ、うつ病患者の目

線の動きは重要な特徴であることが明らかになった。 

そのため本研究ではうつ病患者の視線の動きに着目し、

インターネット上で配信されているうつ病患者と健常

者の動画から視線の方向や視線の移り変わり等のデー

タを収集し、それらのデータを統計学や数学等の数式を

用い、特徴量を求める。 

3. 特徴量の算出方法 

以下の方法を用いて特徴量を求めた。 

・出現頻度に関する特徴量 

うつ病患者・健常者ともに、視線の方向のデータから

視線の移動についてデータを作成し、そのデータから方

向別に確率を求める。今回は、事前に調査した段階で傾

向が見られたうつ病患者が中央方向を見る傾向から中

央方向と、事前の調査で傾向が見られた左から中央への視線

移動と、下から中央への視線移動について特徴量を適用した。 

・エントロピー(平均情報量)に基づく特徴量 

   次の式でデータの乱雑さを求めた。 

  平均情報量(H) ∑ 出現確率 log 出現確率  

  今回は、うつ病患者と健常者のデータを合算したものを用いて計

算を行った。Hの値が大きい程データは乱雑であるといえ、値が

小さい程データに何らかの偏りが存在すると言える。よって、う

つ病患者と健常者のデータを比較してデータの傾向を調べた。 

・線形近似曲線による特徴量 

うつ病患者と健常者のデータを用いて、以下の２種類のグ

ラフを製作し、線形近似曲線とその数式(y=ax＋b)を表示させ、

傾き aを比較する。 

（１）動画内での視線方向とその方向を見た総数（頻度）  

（２）動画を再生してからの経過時間と 1秒毎の視線方向  

・FFT(高速フーリエ変換)関連の特徴量 

うつ病患者と健常者のデータを基に FFT を行い、さらに算

出された値をパワースペクトルに変換し、以下の値を求め比 

較する。 

（1）第一周波数成分のパワースペクトル 

 (2) 前半(第 2～34 周波数成分)のパワースペクトルの平均 

 (3) 後半(第 35～64 周波数成分)のパワースペクトルの平均 

4. 結果 

 求めた特徴量をまとめたものを表１に示す。 

表 1 特徴量 

 

5. まとめと課題 

定量化では資料が少なく、更にインターネットにて発

信しているうつ病患者がどの程度のうつ病の段階にい

るか断定しきれない部分も多い。また同様に、うつ病患

者特有の動きも現時点では検出できず、特徴量が完全に

検出できたとは言いがたい。 

 今まで集めた 10 個の特徴量を自動学習器にかけるこ

とで、うつ病のパターンとして検出した、可能性の高い

特徴量を利用して、今後更に専門科の意見も組み込み、

実用可能なものにしていくことが課題となると考えら

れる。 
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N o. 手法 うつ病患者 健常者 健常者との比較

1 0方向の確率 88% 69% 大

2 視線の動き(左→中) 12% 7% 大

3 視線の動き(下→中) 5% 8% 小

4 エントロピー（全方向） 0.75 1.5 小

5 エントロピー（正面以外） 1.5 1.3 大

6 視線方向ー頻度　グラフの傾き -20 -17 小

7 視線方向ー時間　グラフの傾き(値は100倍) -0.13 0 小

8 パワースペクトル（第一周波数成分） 0.28 0.36 小

9 パワースペクトル（前半平均） 0.15 0.17 小

10 パワースペクトル（後半平均） 0.1 0.14 小
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