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CNN を用いた進化型 CAD システムの提案 

1512034 羽毛田貫太 

（指導教員：武尾英哉 教授） 

1. 研究背景・目的 

CAD の研究分野において、機械学習法の

１つである CNN が用いられているが、こ

れは様々な症例画像を網羅して学習させる

ことで汎用性の高い判別機を設計できるこ

とが確認されている。 

しかし、実際に運用されている CAD は病

院等へリリースされてからは再学習が行わ

れないため、場合施設様々な症例画像を網

羅しきれているとは言いがたい。 

本研究では CAD が再学習を行うことで、

場合施設特有の画像に適応していくことが

望めると図れたため、進化型 CAD システ

ムを提案する[1]。 

2. 手法 

各病院の症例画像を網羅的に一定量学習

させた CAD の性能評価を行い、その CAD

に対して、ある１施設の症例画像を追加し

て学習させた後、性能比較を行う。 

追加を２回ほど繰り返したものを、提供し

てもらった画像枚数のある３施設分行う。 

また、本研究では再学習のたびに初期学

習画像と追加画像を合わせて０から学習さ

せていく累積加算型学習（以下、加算型学

習）と、初期学習が済んだ学習結果に追加画

像のみを後付で学習させる追加症例のみ学

習（以下、追加型学習）と２つの学習方法に

おける性能の比較・検討を行う。 

３．結果 

本研究は、追加型学習が失敗したため、元

の学習データに追加画像を加算して再学習

を行う加算型学習で実験を行った。 

  

(a)累積加算型学習  (b)追加型学習 

図１ 中間層の特徴量マップ 

上の中間層の特徴量マップ図から、各フィ

ルタの中心に見える白点(腫瘤)が係数とし

て加算型学習の方は捕らえられていること

から、特徴量の検出ができており、座標検出

性能が高いことが確認できた。 

４.まとめ 

実験を通した結果として、追加型学習よ

り加算型学習の方が性能の向上が見られた。

しかし、加算型学習のデメリットとして再

学習させるたびに画像が必要となるため、

保持し続けなければならない画像枚数が増

えていくことが問題となる。そのため、再学

習を行うたびに性能向上が見られる追加型

学習が今後の課題となる。 

 

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 



 CNN を用いた進化型 CAD システムの提案 

1512068 石井 新大 

(指導教員：武尾 英哉)

1. 研究の背景 

 近年、医療の現場において生成される医用画像の増大

に伴い読影する医師の負担も急増している。そのため、

診断の補助を行う CAD(Computer Aided Diagnosis)の

開発が重要視されている。本研究では、人工知能,AI を

用いた研究、その中でも画像認識手法である

CNN(Convolutional Neural Network)を用いて再学習機

能を組み込んだ進化型 CAD システムを提案[1]する。 

2. 目的 

CAD は一般的に様々な症例画像を網羅的に学習させる

ことで汎用的かつ高性能な判別器を設計する。しかし、

リリースされた CAD が実際に運用する病院での症例を

網羅しているとは限らない。したがって、再学習機能を

組み込んだ進化型 CAD システムを提案し、運用する施

設特有の画像へ CAD を適応させていくことを目的とす

る。 

3. 手法 

全 13 病院分の乳癌画像のうち、12 病院から一定枚数

ずつ集めた画像を学習させ仮想的なリリース時の CAD

を作成する。 

残りのＡ病院を運用病院とし、A 病院の画像を追加学

習用と評価用に分けて再学習して行き判別器の性能を測

る。 

残す病院を B 病院のとき・C 病院のときとで合計３病

院で同様の検討・比較を行う。 

図.1 CAD システム進化の流れ 

4．結果・考察 

表.1 再学習による最適化 

 AZ 

初期学習 再学習 

1 回目 

再学習 

2 回目 

Ａ施設 0.943 0.92 0.933 

Ｂ施設 0.909 0.909 0.933 

Ｃ施設 0.858 0.922 0.934 

  

表.1 より、初期学習時にあった病院ごとの性能のばらつ

きが再学習を行うことにより同等の検出性能を示した。 

0.93 ほどの値で並んだことから、AZ は 0.93 前後が本実

験材料での限界値と考えられる。 

 

5．まとめ・今後の課題 

 再学習を行うことにより一様に検出性能の最適化が行

われることが確認できた。 

追加型学習という別手法の再学習方法についても検討

を重ねて行き、その結果を比較してゆく。 

また、画像枚数の少なさを補うため角度や光度などを

自動的に変えて擬似的に増やせる環境で検証を行う。 

 

参考文献 

[1] 安倍和弥 ,武尾英哉 ,永井優一 ,他：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 . Med Imag Tech35(5):268-

272,2017 
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CNNにおける学習データの繰り返し更新による CAD の高性能化 

1512008 赤池 航洋 

(指導教員：武尾 英哉) 

１． 研究背景 

 近年、CADの研究分野にも CNN[1]が積極的に用いら

れるようになった。一般的に，機械学習には様々なバ

リエーションを持った症例画像を網羅的に与えて学

習を行うことで，汎用的で高性能な判別器を設計す

る。与える学習データによって CAD の性能が変わる

のであれば、腫瘤の大きさや濃度を分類し、比率を調

整して学習させることによってさらに高性能な CAD

を開発することができると考えた。 

 

２． 目的 

どのような学習データを与えることで CAD の性能

を向上させることができるかを検討し、最終的な目

標は網羅的に学習させた CAD より高い性能の CAD を

製作することを目標とする。 

 

３． 手法 

CNN(yolo)を使用し、現在所有している約 1000 枚

の腫瘤のデータを濃度 3 種類、大きさ 3 種類にする

ことで 9 種類に分類した。これを図 1 に示す。学習

用データの枚数は 100 枚とし、評価には未知データ

としてガンあり 100枚)、ガンなし 100枚の計 200枚

を 3セット用意し、3つの評価の平均を学習結果とす

る。 

 

 

 

４． 結果 

 ９種類に分類したものを 7 種類（SA,SB,SC を S と

して 1 種類とする）にし、１種類ずつ個別に学習し

た結果を表１に示す。また、１種類を抜いた 6 種類

で各種類を均一に学習した結果を表 2 に示す。この

結果から学習データの腫瘤の大きさや濃度と判別器

の性能の関係が確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これ以降の結果は表３に示す。学習データはすべ

て 100枚とする。 

まず比較のために網羅的に学習した判別器 X を用

意する。次に、表１と２の結果から個別で評価が高か

った LB、MA、MBを元に判別器 Aを製作する。内容は

各 33 枚（LBのみ 34枚）の 100 枚で学習する。この

判別器 A の評価を行い、閾値 0.2 のときの各種類の

ガンの検出率を確認する。MB,MC,SB,SC の検出率が悪

かったため、SCを追加した。これを判別器 Bとする。

この結果 MB,SB,SC の検出率が向上し、性能が向上し

た。この工程を繰り返し判別器 C の時点で網羅的に

学習した判別器 Xの性能を上回った。 

 

 

 

 

 

５．考察とまとめ 

この方法では最終的な判別器のデータセットは、

網羅的に学習させた判別器 X ようになるが、どのコ

ントラスト、大きさの腫瘤も検出率が良い判別器に

なるため、結果的には最初から網羅的に学習させた

判別器より高性能になるのではないかと考えた。 

 

参考文献 

[1]イラストで学ぶディープラーニング 山下隆義

著 発行 2016 年 
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図１ 腫瘤の分類 

 LA LB LC MA MB MC S(SA,SB.SC) 

Az 0.73 0.85 0.80 0.84 0.86 0.54 0.86 

 

表１ 個別に学習した結果 

表 2  7 種類から１種類抜いて学習した結果 

 LA LB LC MA MB MC S(SA,SB.SC) 

Az 0.92 0.76 0.92 0.80 0.90 0.68 0.90 

 

 

判別器B判別器A判別器X名前

LB,MA,MB,SC,LC(割合変更)

判別器D

0.90

内容 網羅的(基準) LB,MA,MB LB,MA,MB,SC LB,MA,MB,SC,LC

AZ 0.87 0.83 0.85 0.88

判別器C

表３ 各判別器の性能の結果 



CNNにおける学習データの構成の違いによる CAD検出

性能の考察 
1512050 目黒 崇久 

(指導教員：武尾 英哉 教授) 

 

1. 研究背景 

近年、医療の現場では撮影装置の高性能化により

により医用画像の増加・高精細化が進んでいる。

それに伴い、画像を読影する医師の負担も急増し

ている。そのため、コンピュータ画像診断支援シ

ステム(CAD)が医師を補助する大きな役割を果

たしている。本研究では、CNN CADを使用した(1)

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 

CAD はどのようにして結果を導き出したのか、

人間には分からない。 

医療の現場で安全対策は万全でなければいけな

いのでCADが何故その結果を出したのかを知る

必要がある。 

CAD がどのようなデータを元に特徴量を算出し

ているかを調べるためにデータに偏りを持たせ

てCADに学習させ、その結果を検討する。 

4．手法 

まず腫瘍が存在する画像 1000枚を腫瘍の大きさ

をLMSの 3種類、濃度をABCの 3種類に分け、

大きさと濃度を合わせた 9 種類に腫瘍を分類す

る。 

図 1 の右下に行くほど腫瘍が濃く大きいものと

なり、左上に行くほど腫瘍は小さくて薄いものと

なる。  

 

図１腫瘍の画像を 9種類に分ける 

 

LA100 枚 MB100 枚など学習させる画像に偏り

を持たせて、機械学習を行い、判別機を作成する。

同じ条件下で判別機を作成することが望ましい

ので、学習機を作成する場合は、学習させる画像 

を 100枚、学習回数を 5000回に統一して学習を

行った。 

評価方法は作成した学習機を腫瘍が存在する画

像 100枚、腫瘍が存在しない画像 100枚の計 200

枚の評価用データを 3 セット用意して評価させ、

3セットの平均の正解率を算出し、評価を行った。 

評価はカラスケールグラフを使用して結果を出し、学

習させた腫瘍の種類、数を分かりやすく表示した。 

5. 結果と考察 

判別機を評価した結果大きくて濃度が濃い腫瘍

LA100 枚よりも中間のサイズで濃度も中間な

MB100 枚のほうが判別機の正解率が高いことが分

かった。 

 

図２ LA100枚で作成した判別機のカラースケール 

 

        

図 3 LA100枚で作成した判別機のカラースケール 

 

6. まとめと今後の課題 

今回の結果により学習させる腫瘍の大きさ、濃度に

よって判別機の正解率が変わることが分かった。こ

のことから今後はもっと様々なパターンで判別機

を作成し、正解率が高くなるパターン低くなるパタ

ーンを調べ、CAD の特徴量を探すことが今後の課

題になる。 

 

[参考文献] 

(1)イラストで学ぶディープラーニング 山下隆義著 
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MATLAB を用いた AI による乳がん腫瘤良悪性鑑別処理の開発 

1612009 佐藤 寛将 1612018 横沢 玲慈 1612048 佐藤 章平 

1612049 廣田 聖葵 1612056 成田 廣大 

(指導教員 : 武尾 英哉 教授) 

1. 研究背景と目的 

乳がんはＸ線画像上、腫瘤影として現れる。良性の

腫瘤の形状は境界が明瞭で、辺縁が平滑となり、悪性

の腫瘤の形状は境界が不明瞭で、辺縁が粗ぞうになる

特徴がある[1]。今回の実験では MATLAB という数値

解析ソフトウェアを用いて乳がん種瘤の良悪性鑑別

を様々な深層学習法で行う。 

2. 実験方法 

 今回乳がん種瘤の良悪性鑑別で必要となる指標で

ある正解率を導く上で大きく２つに分け実験を行う。 

・深層学習を用いた実験 

 学習方法として 3 パターンに分ける。一つ目は、元

の画像をそのまま利用し学習させる。二つ目は、1 エ

ポックの学習が終了したときに学習画像をさまざま

なパターンに変換（左右反転、上下反転、画像角度回

転など）させ、再び学習させる。三つ目は、あらかじ

め元画像に対して 32パターン（左右反転、上下反転、

画像角度回転など）の変換画像を用意し学習させる。 

 その後、オリジナルネットワークを作り更に高い結

果を求めた。 

・人による実験 

 4 人の被験者に良悪性それぞれ 39 枚ずつの画像を

見せて学習してもらう。その後、良悪性 100 枚ずつの

画像を見せて鑑別してもらい、その結果を集計した。 

3. 結果 

・深層学習の結果 

 学習結果をまとめたものを表 1 に示す。 

表 1 各層の正解率 

 

オリジナルネットワークの学習結果を表 2 に示す。 

表 2 オリジナルネットワークの正解率 

 

・被験者の結果 

 ４人の被験者の結果の正解率は１人目が 0.55、２人

目が 0.45、３人目が 0.48、４人目が 0.59 となった。 

4. 考察 

 層が多すぎるとAccuracyが下がるときもあるため、

層が増えるほど Accuracy がよくなるとは限らない。

画像拡張していない学習結果に比べて、画像拡張 1、

画像拡張 2 を加えた後の学習の Accuracy が高くなっ

た。結果的に画像拡張2のプログラムを入れたVGG16

の Accuracy=0.90 が一番高かった。 

 今回の結果をまとめたものを図１に示す。 

 

図１ 全体図 

5. まとめと課題 

全く学習していないAIと学習済みのAIでさほど大

きな差が出なかったが、その中でも VGG16 の画像拡

張２が約 85～90％で安定する正解率を示した。これ

は、医師の正解率約 80％と同等以上の結果で、素人の

正解率約 50％前後よりもはるかに上回っている。 

深層学習について理解を深め、ネットワークの構成

を勉強して精度を高くし、石灰化の良悪性鑑別で高い

正解率を出すことが今後の課題となるだろう。 

参考文献 

[1]神奈川工科大学_平成 22年度_修士論文,大竹祐仁,”

マンモグラムにおける種瘤影の良悪性鑑別システム

に関する研究”. 

画像拡張なし 画像拡張1 画像拡張2

パーセプトロン 0.69 0.78 0.60

3層NN 0.75 0.66 0.68

CNN（中1） 0.71 0.75 0.70

CNN（中2） 0.66 0.64 0.65

CNN（中3） 0.73 0.73 0.70

CNN（中4） 0.73 0.71 0.78

CNN（中5） 0.77 0.77 0.82

CNN（中6） 0.68 0.77 0.80

VGG16 0.73 0.79 0.90

VGG19 0.69 0.71 0.80

AlexNet 0.69 0.73 0.83

Accuracy

名前 佐藤 横沢 廣田 章平 成田

CNNorその他 パーセプトロン CNN CNN CNN VGG16

Accuracy 0.59 エラー 0.73 0.73 0.88

オリジナルネットワーク



機械学習を利用したうつ症状の定量化のための視線検出の改良 

1412038 金丸壱帆 

（指導教員：武尾英哉 教授） 

1. 研究背景と目的 

本研究は映像処理によるうつ病の定量的判別

に付属して、被験者の視線の動きを工学的に

取得する手法の開発・研究を目的とする。近

年のメンタルヘルスケア需要の拡大と産業医

の不足に対し、映像処理による抑うつ症状の

定量化を提案する。また、特にその特徴が顕

著に表れる目の動きを工学的に取得するため

機械学習による画像認識を用いる。 

 

2. 抑うつ症状と表情検知 

抑うつ状態にある人物は感情が乏しくなり無

表情になるとされる。これらの顔の動き(表

情)は、行動として外部から観察が可能である。

とくに「視線が下がる」といった視線の動き

に対しては多くの臨床医がうつ病との関連を

指摘しており、また機器による検知も容易で

あると考えられる。 

 

3. 手法 

コンピュータによる視線方向検出技術を確立

するにあたって、深層学習の一種である

CNN(Convolutional Neural Network)を用い

た機械学習によって判別器を作成する。識別

させたい画像をラベルと紐づけし、教師デー

タとして機械学習させることによって判別す

るデータがどのラベルのデータと近似してい

るかを自動で仕分ける。 

 

図 1 深層学習による判別機作成の概要図手法 

 

4. 視線検出システムの開発 

左目画像のみを扱ったカスケード接続判別器

を深層学習によって開発したところ、従来手

法で開発した判別器を大きく超える 76.74%

の正答率を達成した。同様の手法を用いる判

別器を右目画像に対しても作成し、双方が出

した結果をマッチングさせることで総合的な

正答率は 80.23%となった。 

 
図 2 視線検出システムフローチャート図 

5. 考察 

昨年度の研究では左目のみ、9 方向一括とい

う条件で約 72%の正答率が達成させられた。

今年度の研究では、両目判別やカスケード接

続を導入することで 80.23％の正答率が得ら

れた。1これは昨年度に実施した人が行った視

線方向判別の平均正答率である 76.09%と比

べても十分に信頼できる値であり一定の改良

は達成させられたと考える。 

6. 問題点と今後の課題 

これまでの研究によってサンプル画像では判

別正答率が 80％を超えるラインまで到達し

たが、実際の動画から切り取った画像を用い

たテストでは正答率が著しく落ちてしまった。

機械学習に用いる教師データを増やし、判別

器にノイズや画像取得の際に生ずる歪みに対

し耐性を持たせる必要がある。 

参考文献 

[1]尾本彩果，金丸壱帆，長井雅志，岡田賢斗，牧

優太「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 」2018．神奈川工科大学． 



目の隈を利用したうつ病診断の定量化 

1512026 和智 由祐 

（指導教員： 武尾英哉教授） 

1,研究の背景と目的 

うつ病[1]の診断として従来では、本人の自覚症状を

参考に診断を行っているので、画像診断等の科学

的な部分や客観的な評価ができてない。 

後は、うつ病は明確な科学的な根拠がないままう

つ病の診断、治療等が行われており、システム化

されていないのが現状である。 

なので鬱病患者の外見である隈を検出するシステムの

開発を目的とする。 

２、手法 

隈の特徴を健常者の画像各50枚集め層を増やしたと

きの判別率を調べた。またその得た画像をトリミングし

て隈の部分だけをみた場合の判別率を調べた。最初は、

NNC(Neural Network Console)を使い判別を行うが、

同じ役割ができる MATLAB を使った場合に判別がど

のくらい差が出るのかも調べた。去年と今年集めたうつ病

患者、健常者30 名に対して隈があるかないかを主観的に判断

した時と、ソフトを使い判別をしたときの正答率を調べる。最

後に各30名に対して、表情データと視線データを機械学習す

ることで出力して得られた重症度に隈があるかないかで重ね付

けをして精度に差が出るのかを調べる。隈の画像の定義とし

て、眼窩の下に表れる黒ずんだ部分の人。健常者の場合

は、それに当てはまらない人とする。    

 ３、結果  

表 1 右目左目ト合計 200枚のデータの正答率 

 

表2 右目左目トリミングした200枚のデータの正答率 

 

表 3MATLABでのトリミングした200枚のデータの正答率 

 

表４ 健常者とうつ病の該当一覧 

 

４ .まとめ  

隈を NNC で検出すると 78％、CNN の中間層

3 層で検出すると 95％という精度が出た。ま

たうつ病、健常者の合計 30 名に対して主観的

に判断したときと MATLAB で精度を確認し

た所 60%の正答率が出た。この原因としてク

マがあるのに隈がないと認識していることか

ら目の周りの陰でうまく認識ができなかった

り、学習用データの隈の具合より、検証用デ

ータの隈の具合が低いので、それらを全部な

しという判断で結果が出たのではないかと思

う。これの対策として画像の学習データの収

集を増やし、隈の具合を低いものから濃いも

のまで幅広く集めれば正答率があがると思う。

重症度に対しては、重み付けしても大して変

わらないということが分かった  

参考文献 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/47/9/47_

KJ00004675970/_article/-char/ja/ 

「睡眠障害の社会生活に及ぼす影響(シンポジウ

ム : 心身機能と睡眠障害,2006 年,第 47 回日本心

身医学会総会(東京))」[1] 

NNC 中間層3層中間層2層　中間層1層パーセプトロン
正答率 49.00% 43.00% 47.00% 57.00%

NNC 中間層3層中間層2層　中間層1層パーセプトロン
正答率 60.00% 62.00% 78.00% 75.00%

MATLAB 中間層3層中間層2層　中間層1層パーセプトロン
正答率 95.00% 92.50% 95.00% 92.50%



髪型を利用したうつ病診断の定量化 
 

1512047 岡田 賢斗 

(指導教員：武尾 英哉 教授) 

 

1. 研究背景と目的 
従来のうつ病診断では、患者の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。 

そこで、映像から得た髪型について特徴量化し、視線や表情

の特徴量と組み合わせることで、患者のうつ病度合いを客観

的な数値として表すことを目的とする。 

 

2. うつ病と髪型の関連 

うつ病患者には、髪型がボサボサになりやすいという特徴が

あると考えられる。これは、うつ病になると無気力になり、

髪を切りに行くのが億劫である、外見を気にしなくなる、身

だしなみを気遣う余裕がなくなるといった理由からなると

考えられる。[1] 

表1 髪型とうつ病の関係について 

 

    
また、上の表の通り、うつ病患者で髪型がボサボサな方は

53%なのに対し、健常者では0%である。このため、髪型がボ

サボサである場合、うつ病の可能性は高くなると考えられる。 

 

3. 手法 
髪型を判別する際に、背景、顔や目の色、髪の色等、髪型と

は関係の無い情報が多いため、髪型以外の部分を白く塗りつ

ぶした画像を用い、CNN を利用し、髪型がボサボサである

か否かの判別を行う。さらに、包帯を巻いていたり、坊主頭

であったりして、髪型が不明な場合、髪型が不明であるとい

うことも判別できるようにする。 

   
さらに、映像、画像中に背景や服の色等、髪型以外の情報が

多いため髪型以外の部分を塗りつぶし、より判別性能を高め

た。 

  
図1 髪型以外の部分を塗りつぶした画像 

 

なお今回、どの髪型がボサボサであるか、またボサボサでな

いかという点については、主観に基づいて分類を行っている

ため客観性にかける部分がある。 

 

 

4．髪型分類の結果 
髪型の分類については、MathWorks 社の MATLAB を用い

判別を行った。 

CNN(Convolutional Neural Network)で判別を行い、中間層

の有無で正解率がどのように変化するのか調査した。 

表2 CNNにおける中間層の有無での正解率の違い 

   
上記のように、中間層 3層のCNNで判別を行った場合が平

均正解率が最も高く、ばらつきも小さいため、3 層 CNN を

用いて判別を行うこととした。 

この学習済みのCNNを用い、先ほどの表1で例示した30名

の髪型を判別した結果、以下の表2の通りとなった。 

表3 髪型を目視とMATLABで判別した結果 

 

    
これより、目で確認した場合とMATLAB で判別した結果に

大きく差があることが分かった。 

また、昨年度使用した視線の情報から算出したうつ病重症度

と、今年度使用した表情から算出したうつ病重症度を髪型に

応じて、髪型がボサボサな場合は元の数値を1.25倍、ボサボ

サでない場合は 0.8 倍、不明の場合は据え置きとしてうつ病

の判別を行ったところ、表 3 のようになり、正解率が 3%ほ

ど上昇した。 

表4 視線と髪型を組み合わせて算出したうつ病の重症度 

 
                 

 

5. まとめ 

うつ病と髪型にある程度の関連性があることが分かったが、

MATLAB での判別性能が低いため、トレーニング画像を変

えたり、パラメーター等を調整することにより精度を上げる

必要がある。 

 

参考文献 

[1]北九州市 いのちとこころの情報サイト こころの病気

について  産業医科大学精神医学教室 小嶋 秀幹 

http://www.ktq-kokoro.jp/lecture/4410 

 

http://www.ktq-kokoro.jp/lecture/4410


画像認識技術による表情を用いたうつ病診断の定量化 
1512059 牧 優太 

（指導教員：武尾英哉 教授） 

 

 

1. 研究背景と目的 

近年のうつ病の診断は，主に DSM-5 等を用いた

問診(患者さん自身が申告した症状の数)によって行

われている．しかしこの診断方法は客観性にかける

という問題を抱えている．そのため本研究は，うつ

病の客観的な評価を行うために,画像認識技術によ

ってうつ病の重症度評価を行うシステムの開発を

目的としている. 

 

2. うつ病患者の表情 

健常者とうつ病患者の動画から秒単位の表情名

をプロットして，うつ病患者と健常者の表情表出に

差異があるか確認した．このときに用いた表情名は，

P.エクマンら[1]が定義した基本６表情(怒り，嫌悪，

恐怖, etc)と無表情の計７表情とした．その結果とし

て，相対的にうつ病患者の表情は変化が乏しいうえ

に表出数も少ないことが確かめられた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 手法 

表情でうつ病の重症度評価（定量化）を行うシス

テムは，主に以下の２つの機械学習で構成される． 

1)顔表情画像を入力すると，表情名を出力する表情

分類器 

2)時系列順の表情名を入力すると，重症度を出 

力するうつ病重症度出力器 
 

 3.1 表情分類器の作成 

  ７表情の画像 7000 枚のうち Test データ 700

枚を除いたデータを拡張させ，その拡張したデ

ータで転移学習をした後に，Test データで学習

したネットワークの評価を行う． 
 

 3.2 うつ病重症度出力器の作成 

K 分割交差検証法を用いて，うつ病患者 15 名

と健常者 15 名，計 30 名の時系列順表情データを

層再帰型ニューラルネットワークに入力する．出

力された 30 名分のスコアを正規化して重症度と

し，それらを閾値処理によってうつ病患者と健常

者を判別したときの精度の確認を行う． 

 

4. 結果 

4.1 表情分類器の性能 

 Testデータに対する判別精度は 88.6%であった． 

 

4.2 うつ病重症度出力器の性能 

 閾値を 50 として分類すると，健常者のうち健常

者であると判別したものが 15 個中 13 個，うつ病患

者のうちうつ病であると判別したものが 15 個中 10

個となり，全体の精度は 76.7％であった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. まとめ 

 作成した表情分類器の精度は 88.6%，うつ病重症

度出力器精度の 76.7%であった．これらはネットワ

ークの構成等を最適化することで，判別精度の改善

ができると考えられる． 

 

【参考文献】 

[1] P.エクマン,W.V.フリーセン 工藤力訳 (1990) 

「表情分析入門」ｐ４８-p161 誠信書房 

図 1 健常者サンプル 

図 2 うつ病患者サンプル 

表 1 うつ病の重症度を表すスコア 



直線検出による定期航路船の判別 

1512033 井野慎也 

(指導教員：武尾英哉 教授) 

1. 研究の目的と背景 

日本では近年、領海内において、他国籍

船及び、国籍不明船、所謂、不審船とまと

められる物の侵入が確認されている。 

本研究の目的は AIS 信号から得られる

情報よりその船舶が明確に定期航路船か

否かを判別することを目的としている。 

2. AIS 信号 

AIS とは、船舶の情報を含んだ信号を

送受信し船舶から船舶へ、船舶から海岸

局のあいだで情報交換を行うシステムの

ことである。また、その信号のことを AIS

信号という。  

AIS は船の種類によっては搭載が義務

付けられている。 

AIS には大型と小型があり性能と価格

が異なり小型船でも搭載されている。[1] 

3. 手法 

 
4. 計算方法 

エクセル関数を用いて回帰直線とそれ

におろす垂線を計算によって求め、離線

度を求める。 

 

 

 

 

 

 

計算は、MMSI、Longitude、Latitude、

count、a、b、x、y から求められる。 

用いたエクセル関数は SLOPE 関数と

INTERCEPT 関数である。また、回帰直

線上の座標は以下の式で求められる。 

x =
𝑎(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 − 𝑏) + 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒

𝑎2 + 1
＿＿ 

y =
𝑎{𝑎(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 − 𝑏) + 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒}

𝑎2 + 1
+ 𝑏 

垂線の長さは以下の式で求められる。 

𝑑𝑖 = √(𝑥 − 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒)2 + (𝑦 − 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒)2 

これらの求められた値から離線度を求

める。    σ = √
∑𝑑𝑖

2

𝑛
 

5. 閾値 

任意に同数抽出した定期航路船とその

他の船舶の離線度を求め、離線度の分布

表を作成した。 

 

2 つの山から左が定期航路船、右がその

他の船となる。閾値を 0.007 とする。 

6. 結果 

膨大な AIS 情報から一日分をとり離線

度を用いて定期航路船か否か判別した。 

約 60 万行のエクセルデータのうち 17

万行が定期航路船と判別され、その船舶

は約 230 隻である。 

7. 今後の取り組み 

経度 180 度をまたぐ船舶の経度を修正

し、より正確に定期航路船の判別。 

参考文献 

[1]第十管区海上保安本部交通部 AIS を

もっと活用しよう 

https://www.kaiho.mlit.go.jp/10kan

ku/ais-kagoshima/ais.html 



ニューラルネットワークを用いた定期航路船の判別 

1512044 宝槻峻平 

(指導教員：武尾英哉 教授) 

1. 研究の背景と目的 

AIS 信号のデータを用いて、不審船や難破船を航

路や緯度経度などから解析して最終目標として

データから船の種類が判別する。 

2. 手法 

今回に分担した作業を図１に実験の手順を図２

に示す。 

 

図１ 手法分担 

 

図 2 手法 B の手順 

2.1 特徴量データの作成 

緯度 3点経度 3点から式１から進退度を求める。

式 1 の結果の値が 1 に近いほど直進に進み 0 で

あれば 90°曲がり、-1 であれば後退しているこ

とを表す。 

(𝑥3 − 𝑥2)(𝑥2 − 𝑥1) + (𝑦3 − 𝑦2)(𝑦2 − 𝑦1)

((√𝑥3 − 𝑥2)2 + (√𝑦3 − 𝑦2)2)((√𝑥2 − 𝑥1)2 + (√𝑦2 − 𝑦1)2)
 

         式 1 

2.2 MATLAB/NN を使用した学習 

2.1で作成したデータを使用して直線と曲がって

いる船で判別する。ホールドアウト法を使用した

検証を行う。トレーニング 70％バリデーション

10％テスト 20％の設定を行った。[1] 

3. 結果 

図 3では左上のTrueが直線を正しく判別できた

もので、右下の True が直線以外のものを正しく

認識した数値となっている。False になっている

ものは正しく認識できなかったものとなった。正

しく認識されたものの合計が正答率となり、今回

のテストの結果正答率が 86.3％となった 

      

      図 3.判別結果 

4. 考察 

今回行った判別では定期航路船とその他の 2 分

割を行ったが、本来簡単な判別をしているため、

高い正答率が出るはずであった。出なかった理由

として特徴量データを制作した際に図 4 のよう

に直線だと思ったものが曲がってた船と識別し

てしまったため精度が下がったと考える。今回は

直線と曲がった船は主観で判別しているため、次

の検証では手法 A で作成したしきい値をもとに

特徴量データ作成し検証を行う。 

 

   図 4.直線判別できなかった例 

5. 今後、取り組む内容 

手法 A による直線検出の結果から、手法 B を使

用した際のどのような結果が出るか検証する。 

ホールドアウト法では、テストデータに偏りがあ

るためK分割交差検証法を使用した検証も行う。

[1] 
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