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YOLO を用いた汎用的進化型 CAD 開発手法の確立 

電気電子情報工学科 1912069 伊藤亮哉 

(指導教員：武尾英哉 教授 , 日本人客員研究員：安倍和弥) 

 

 

1.研究背景 

 近年,高齢化社会に伴い医療の現場における医

療画像の増大が,読影する医師の負担を急増して

いる.その為,診断の補助を行う CAD(Computer-

Aided Detection/Diagnosis)の必要性の認識は十

分に高まっている.本研究では AI,再学習手法を用

いて,存在診断支援を行い,CAD 開発過程の処理の

手法によって多様な癌に転用して用いることが出

来る,進化型 CAD 処理開発における過程確立の提

案を行う. 

 

2.課題・目的 

一般的に CAD は１つの癌に特化する為,専用の

AI を作成し学習・構築を行う.そこで YOLO とい

う一般的な AI を用い,特定の処理を行うことで,コ

スト・時間をかけずに CAD の開発を行う.同様の

手法を用いることで多種多様な癌に対する CAD

が作成可能になることを課題として行う. 

本研究ではその先駆けとして乳癌画像を用いて

処理のシミュレーションを行い,進化型 CAD に性

能の向上が見込めるかを目的として行った. 

 

3.手法 

 5 病院から一定枚数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.その時の CAD

の性能をグラフ化し,運用予定の 1 病院画像を 3 回

に分けて進化学習させ,性能の向上が見込めるか

を行った. 

 

図１ 進化学習時の CAD 概要 

 

 

4.結果 

 図１より,初期状態から進化学習を行うことで,

１進化毎に性能の向上が確認できた.また集計を

行う中で,進化するほど,低閾値時の誤検出量が低

下していた. 

 
図 2 同病院での進化学習結果(FROC グラフ) 

 

5.考察・まとめ 

結果より、進化時の学習回数の比例は適切な処

理だと言える。また進化学習方法について,多種多

様な癌の CAD に転用するには高い確信度が期待

できる加算型を用いる方が適切だと考える。 

今回,YOLO という汎用的な AI を用いた物体検

出手法を用いて CAD の開発を行い,88%という精

度を確認できた.また進化学習内容が同一の画質・

撮影環境の画像,異なる画質・撮影環境の画像,どち

らでも性能の向上が確認できた.これより,YOLO

という物体検出アルゴリズムに医療用画像を用い

て進化学習を行った場合,問題なく性能が向上す

ることを示した. 

6.今後の展望 

今後の課題として,他の癌画像を用いた時の

CAD 性能の変化や,進化学習方法のさらなる向上

の検証を行い,提案手法の確実性を高めていくと

共に,さらなる課題の発見に対し追及していく.
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乳がん CAD 併用読影における画像診断法学習システムの開発 

1912071 菅原 暉典 

（指導教員：武尾英哉 教授 安倍和弥：日本人客員研究員） 

 

 

1. 研究背景と目的 

一般的に，医学生や研修医や経験の浅い医師

は，典型的な症例や特徴的な症例を集めた画

像症例集，いわゆるティーチングファイルを

利用して画像診断の読影法を学んでいく．し

かし，CAD（コンピュータ支援診断）の普及

により画像診断法が変わりつつある．本研究

では ,画像診断法学習システムを提案す

る.CAD の癖も含めて学ぶことができ,さらに

特定の病院に導入された CAD システムがそ

の病院の画像を用いて追加学習を行い進化し

ていく場合を想定し，CAD の進化に伴いこの

画像診断法学習システムも強化されていく仕

組みも提案する． 

 

2. 方法 

2.1 CADシステム 

今回対象とした CAD システムは乳がん腫

瘤影を対象とした．５施設から収集した 550

画像を用い，学習 350 画像，バリデーション

44 画像，テスト 216 画像で CAD 判別器を

開発した．学習には，AI による自動セグメ

ンテーション処理である Yolo v5 を利用し,

性能を強化するためテストデータである

60枚の画像を学習画像にも入れて学習を

行った.この時，未知症例 50 例(1 患者につ

き左右 2 方向の 4 画像なので計 200 画像)に

おける CAD の検出性能は，TP86.0(%)，

FP0.504(箇所/画像)であった． 

 

2.2 画像診断法学習システム 

 4K液晶モニターに 1患者ごとに左右 2方向

の 4 画像が表示される．ボタンをクリックす

ることで CAD の検出結果が ROI として表示

され，TP は白色の枠で FP は黄色の枠で FN

（CAD が検出できなかった病変）は青色の枠

で表示される．この症例データベースが 54 例

保存されており，これを何度も見ることで，

乳がん腫瘤影の読影方法を学習してもらうと

共に CAD の癖も学んでもらう． 

 

3. 結果 

テスト症例による読影実験結果から，本提

案システムを用いた学習法により大きく読影

能が向上できたことを確認でき，その有効性

が示唆された． 

 

４．考察まとめ 

テスト症例による読影実験結果から，本提

案システムを用いた学習法により大きく読影

能が向上できたことを確認でき，その有効性

が示唆された．(図 1) 今後は様々な病例でテ

ィーチングファイルの作成をおこない,CAD

の性能を上げる必要がある.採点では,しきい

値変えての多くの集計が負担となってしまう

ので,自動で TP/FP をカウントできるような

システムが望まれる. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 学習システム動作 



読影評価実験による画像診断学習システムの性能評価 

1912034 伊藤 渓人 

（指導教員：武尾 英哉 教授 安部 和弥 日本人客員研究員） 

 

 

１． 研究背景 

 一般的に,医学生や研修医や経験の浅い医師は

典型的な症例や特徴的な症例を集めた画像症例

集,いわゆるティーチングファイルを利用して画

像診断の読影法を学んでいく. 

 しかし,CAD（コンピュータ支援診断）の普及に

より,本研究では,画像診断法学習システムを提案

する.CAD の癖も含めて学ぶことができ,特定の

病院に導入された CAD システムがその病院の画

像を用いて追加学習を行い進化していく場合を

想定し,CAD の進化に伴いこの画像診断法学習シ

ステムも強化されていく画像診断法学習システ

ムを提案する. 

 

２． 目的 

本学習法で学んだ場合とそうでない場合のそ

れぞれにおける読影性能を読影実験により比較

し,本提案システムの有効性を確認する. 

 

３． 方法 

本提案システムの有効性を確認するために,以

下の 3 つのシステムで読影実験を行う.システム

A は全く学習を行わずテスト症例による読影を行

うケース,システム B は従来の学習法を想定し,病

変の場所を画像上に示しながら学習してから読

影テストを行うケース,システム C は本提案シス

テムを想定し,CAD の結果と正解が色付きの枠で

表示されたものを確認しながら学習するケース

とする.加えて,システム C 時には,CAD の検出結

果を考慮しながらの評価を行う. 

実験対象者は医療系学生 14 人であり,それぞれ

のシステムで学習したのち,別に用意したテスト

症例 200画像の読影を行ってもらい 3段階確信度

法によるROC評価でシステム間の診断能をROC

曲線の下面積 Az を比較する. 

 

４． 結果 

 3 つのシステムのテスト症例による読影実験結

果を ROC 曲線でまとめたものを図 1 に示す.学習

を全く行わない場合の結果を表すシステム A の

Az は 0.6524 に対して，従来のティーチングファ

イルを用いた学習法の場合の結果を表すシステ

ム B の Az は 0.7178,本研究で提案する進化型画

像診断法学習システムを用いた学習法の場合を

表すシステム C の Az は 0.8193 と向上した. 

 

５．考察・まとめ 

 Az 値の結果が未学習＜従来手法＜提案手法に

なることを確認できた.提案手法において,被験

者の 8 割以上の Az 値が評価画像の CAD 検出をす

べて信用した場合の Az値である 0.6460よりも大

幅に高い. 

 有意差検定より,未学習と従来手法の場合は t値

がｔ境界値の範囲に含まれてなく,Ｐ値も 0.05 よ

り大きいため有意差があるとは考えられない.一

方,従来手法と提案手法,未学習と提案手法の場合

は t 値がｔ境界値の範囲に含まれており,Ｐ値も

0.05 より小さいため有意差があるとは考えられ

る.  

 以上のことより,CAD 併用の読影には CAD の癖

も学習できるようなティーチングファイルが必

要であると考える. 

図１ ３つの読影実験による ROC 曲線 



Deep Auto Encoder を用いた CT 画像からの膵臓癌の検出 
1912025 廣瀬竣亮 

（指導教員 ： 武尾 英哉 教授,安倍 和弥 日本人客人研究員） 

1． はじめに 

膵臓癌は性別に関わらず高齢になるにつれて罹患

リスクは高まる。また膵臓癌は癌が進行すると生存

率が極端に下がるため早期発見が重要となる【1】。

本研究では健常者の画像を用いて構築したオートエ

ンコーダを用いて異常領域の検出を行う。 

2． 目的 

健常者の画像を用いて構築したオートエンコーダ

を用いて膵臓癌の異常検知を行う。また、最適なスキ

ップ結合の構成の検討を目的とする。 

3． 手法 

本研究では上腹部の CT 画像から膵臓の領域を切

り取り、膵臓以外の領域を黒く塗りつぶした画像を

用いる。さらに、トレーニングデータに 5 パターン

（90°,180°,270°,上下・左右反転）の追加を行う。

そして、Skip-GANomaly を基にした異常検知により

病変部の判別を行う。 

 

4． 実験・評価 

4.1 オートエンコーダの学習 

オートエンコーダの学習では、健常者画像 5760

枚で学習を行う。学習の設定はエポック数 3000、

バッチサイズ 64、潜在変数が 50 次元となってい

る。また、膵臓においてスキップ結合の構成は最適

と結論付けたスキップ結合なしで学習を行った。 

4.2 未知データでの評価 

 本実験で評価として用いる未知データは健常者の

画像 240 枚、膵臓癌患者の画像 160 枚で行う。図

1，2 にスキップ結合なしでのオートエンコーダに

よる再構成された画像と入出力の差分をとった画像

を示す。また、健常者と膵臓癌患者の未知データよ

り、評価結果を表 1 に示す。 

 

表 1 膵臓癌の判別 

 健常者 膵臓癌患者 

RMSE 4.42～21.1 7.25～22.1 

平均 13.4 14.4 

 

  
(a)入力画像  (b)出力画像 

 
     (c)差分画像 

図 1 健常者の再構成画像 

  
(a)入力画像  (b)出力画像 

 
     (c)差分画像 

図 2 膵臓癌患者の再構成画像 

5. 考察 

膵臓癌の判別は 7.25～22.1 となり、人によって再

構成の精度に差異が生じた。しかし、病変部を再構成

しようとしているため異常検知はできていると考え

られる。また、再構成時に形や明るさの違いによって

差分が生じるのはトレーニングデータに形や明るさ

面での情報が不足していたのが原因だと考えられる。 

 

6. 現状の問題点 

膵臓は人によって形や明るさが異なるため学習し

ていない形や明るさでの再構成精度が低いためトレ

ーニングデータを増やす必要がある。 

[参考文献] 

【1】 膵臓がんの生存率はどれくらい？～難治が

んである理由や、各ステージの治療法と生存率～  

https://medicalnote.jp/contents/201113-011-QS 



Deep Auto Encoder を用いた CT 画像からの肝臓がん検出  
1912055 大井慎太郎 

（指導教員 ： 武尾 英哉 教授,安倍 和弥 日本人客人研究員） 

1. 研究背景 
日本では年間約 3万 1000人が肝がんで亡

くなっており、男性では肺がん、胃がんに次

いで、がんによる死亡の第 3 位となってい

る。 

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、炎症やが

んがあっても初期には自覚症状がほとんどな

いため、医療機関での定期的な検診や、ほか

の病気の検査のときなどに、たまたま肝細胞

がんが発見されることも少なくない。そのた

め早期発見できる検査方法が必要となる。 

 

2. 目的 
オートエンコーダによる異常検知によって

肝臓がんの判別を行う。オートエンコーダは

正常な肝臓画像を最初に学習させ、学習させ

たオートエンコーダに異常な画像が入力され

た際に異常な部分が復元されないため、原画

像との差分をとることで異常陰影を検出する

ことができる 

3. 手法 
研究に用いるデータは異常画像 207 枚、正

常画像(training731 枚、test176 枚)907

枚、合計 1114枚の画像サイズ 64×64 の肝臓

を抽出したデータである。 

その後オートエンコーダにて正常画像で学

習を行い、正常のデータを入力すると似た画

像が復元される。また学習されていない異常

部位は復元されず、原画像との差分をとるこ

とで肝臓がんを抽出することができる。 

 Skip-GANomalyを使い様々な層を比較・検

討する。原画像と再構成の画像から MSE

（平均二乗誤差）を求め比較する。 

4. 結果  
健常者と肝臓がん患者の評価結果を表１に

示す。また Skip４層エポック数 5000の原画

像と再構成、差分と着目点の画像を下記に示

す。 
表１ 肝臓がんの判別 

 健常者 肝臓がん患者 

RMSE 7.91～12.53 9.00～45.05 

平均 9.27 19.22 

 

   
    図１ 原画像   図２ 再構成 

  
  図３ 差分    図４ 着目点 

5. 考察 
第 1 層はべた塗と同じでこれ以上の性能向

上は見込めない、第 2 層、第 3 層では病変部

のデータまでも取り込み復元してしまうこと

から、第４層をスキップ結合で結ぶことが最

適であると考えた。 

テストデータにがんに間違われるものが少

しでもあると再構成で精度が大幅に下がって

しまう。 

6. まとめ  
オートエンコーダによる Skip-GANomaly を

使い異常検知による肝臓がんの判別を行っ

た。 

7. 今後の課題  
再構成の精度を上げ、小さながんの見落と

しがなくなるように比較・検討する。また小

さいがんの時に差分が見づらいことがあるの

で改善する。 

参考文献 

 

 

 

 

 

[1]種類別がんの特徴 肝がん 

https://wellness.shionogi.co.jp/tsurasa/type

/liver.html 

[2]転換期を迎える肝臓がん 

https://gooday.nikkei.co.jp/atcl/report/14/0

91100023/081100091 

[3]国立がん研究センター 肝細胞がん 

https://ganjoho.jp/public/cancer/liver/inde

x.html 

 



 

 

Deep Auto Encoder を用いた CT 画像からの肺がんの検出 

1912061 小原大貴 

（指導教員: 武尾 英哉 教授 ，安部 和弥 日本人客人研究員） 

 

1． 研究背景 

 専門医が不足しており、有効な治療法が

少ないため、肺がんを難治がんたらしめて

いる大きな原因。肺がんは他のがんに比べ

て進行が早く、他の部位に転移しやすいと

いう特徴を持っているため、早期発見が必

要となってくる。 本研究では，オートエン

コーダを用いた異常検知により肺がん患者

の異常陰影検出を行う。 

 

2. 目的 

 本研究の最終的な目的は、オートエンコ

ーダを用いて肺の CT 画像からの異常陰影

検出ができ、早期発見につなげること。 

 最適なスキップ結合の検討を目的とする。 

 

3. 手法 

研究で用いるデータは肺がんの人 50 人、

一人当たり 3枚の肺がんの CT画像使用、サ

イズ 64×64[pixel],150 枚を評価に用い

る.kip－GANomalyを基にしたオートエンコ

ーダで異常検知を行う。 

学習の設定はエポック数 10000,バッチ

サイズ 64,潜在変数が 100次元で行う。ま

た、スキップ結合の構成は 3層,4層を学

習で行う。 

 

4. 実験 

オートエンコーダの学習では，健常者の肺

の画像データ 450 枚学習を行った。本実験

で未知データとして用いる画像データは健

常者の画像 140枚,肺がん患者の画像 150枚

にて評価を行った。本手法での結果を図

1,2,3 (a),(b),(c)に示す。図 1,2,3 (a)で

は入力画像,(b)では出力画像,(c)では入出

力の差分をとった画像を示す。図 1 にスキ

ップ 3層による再構成画像,図 2にスキップ

層 4 層による再構成画像を示す。図 3 に健

常者の再構成画像を示す。 

(a) 入力画像 (b)出力画像 (c)差分画像 

図 1 スキップ層 3層の再構成画像 

(a) 入力画像 (b)出力画像 (c)差分画像 

図 2 スキップ層 4層の再構成画像 

(a) 入力画像 (b) 出力画像 (c)差分画像 

図 3 健常者の再構成画像 

 

5. 考察 

 肺の異常陰影検出はできた。しかし,ど

のスキップ層も出力画像にノイズがあっ

た。学習不足,色調など考えられるため,多

量の教師データにより精度の向上を望める

と考えられる。肺の画像での最適な構造は

4層のみのスキップ結合である。 



画質改善処理による乳がんの良悪性鑑別 CAD の分析と性能向上 

1912007 熊生 健吾 

（指導教員：武尾 英哉 教授）

1. はじめに 

乳がんは乳房性腫瘤の中で悪性のことを

指す．MMG とはマンモグラフィの略称で

あり現在の検診では MMG のみ，診断では

US（超音波・エコー）などと併用して用い

られている． 

2. 課題・目的 

MMG は石灰化などの発見は容易である

が腫瘤の鑑別は辺縁が乳腺に重なることも

多いため難しいとされる．検診 MMG の段

階で良悪性を鑑別することができると早期

発見につながる．悪性の可能性が高い場合

には通知することで 2 次精査受診率向上も

見込むことが出来る． 

3. 方法 

粒状性改善処理とコントラスト処理とい

う二つの処理方法についてまとめる． 

粒状性改善処理はオープニング処理を行

い，濃度表現を少なくする処理を行うこと

で粒状性ノイズを軽減する， 

コントラスト処理は MMG における組織

の明度から良悪性鑑別に重要な石灰化や腫

瘤を強調し脂肪などの明度を低下させる処

理である． 

粒状性とコントラスト処理がそれぞれどれ

程判断精度に寄与しているか確認するため，

それぞれの単一処理と併用処理の 3 種類で

AI 学習し精度を調べる．デンスブレストに

おける処理の精度を調べるために中国の検

診 MMG を用いた画像で精度を調べる． 

4. 結果 

 表 1 に粒状性改善処理とコントラスト処

理がそれぞれどれほど鑑別精度に影響を及

ぼしているのか実験した結果をまとめてい

る．両方の処理を行った時と比べて精度が

低下していることが顕著に分かる．それぞ

れの処理を行った画像を分析するとコント

ラスト処理をするとノイズが増加し粒状性

処理を行うとコントラストが低下した． 

表１ AI による良悪性鑑別精度 

A：コントラスト改善処理 

B：粒状性改善処理 

表 2 にデンスブレストを用いた改善処理の

良悪性鑑別の結果を示す．デンスブレスト

の画像は全体的に明度が高いことから方法

は変わらないがパラメータをデンスブレス

ト用に改良したデンスブレスト対応画質改

善処理を用いた．改良内容としてオープニ

ング処理の明度段階を 1 段階増やし明度倍

率を変更した． 

表 2 デンスブレストの良悪性鑑別精度 

5. まとめと今後の展望 

画質改善処理は単一ではなく 2 つの処

理を掛け合わせることで効果を発揮す

る．デンスブレストにおいて画質改善処

理は精度が低下してしまったが，明度に

関するパラメータを変更することで精

度を向上することが出来た． 

乳腺濃度に応じて画質改善処理を自動

で変更するシステムの開発することで

精度向上を見込むことができる． 

 

 コントラスト ノイズ トータル 

A 〇 × △ 

B × 〇 △ 

A+B 〇 △ 〇 

元画像 旧画質改善処理 新画質改善処理 

79.3 

VGG19 

74.3 

VGG16 

82.0 

VGG19 



画質改善処理による乳がんの良悪性鑑別 CAD の分析と性能向上 

1912019 岩切 聖空  

（指導教員：武尾 英哉 教授）

1. はじめに 

乳がんは乳房性腫瘤の中で悪性のことを指す．

MMG とはマンモグラフィの略称であり現在の検診

では MMG のみ，診断では US（超音波・エコー）な

どと併用して用いられている． 

2. 課題・目的 

MMG は石灰化などの発見は容易であるが腫瘤の

鑑別は辺縁が乳腺に重なることも多いため難しい．

検診 MMG の段階で良悪性を鑑別することができる

と早期発見につながる．また悪性の可能性が高い場

合には通知することで精査受診率向上も見込むこと

が出来る． 

3. 原理 

・粒状性改善処理 

オープニング処理を行い, 濃度表現を少なくする

処理を行うことで粒状性ノイズを軽減する. 

・コントラスト処理 

MMG における組織の明度から良悪性鑑別に重要

な石灰化や腫瘤を強調し脂肪などの明度を低下させ

る処理である. 

4. 手法 

粒状性とコントラスト処理がそれぞれどれ程判断

精度に寄与しているか確認するため, 両処理を行っ

たものとそれぞれの処理を単一でかけたものをそれ

ぞれ AIで学習し精度を調べる. 次にデンスブレスト

における処理の精度を調べるために中国の検診

MMG を用いた画像を用いる. 

5. 結果 

 表 1 に粒状性改善処理とコントラスト処理がそれ

ぞれどれほど鑑別精度に影響を及ぼしているのか実

験した結果を示す．両処理を行った時と比べて精度

が低下していることが顕著に分かる．それぞれの処

理を行った画像を分析するとコントラスト処理をす

るとノイズが増加し粒状性処理を行うとコントラス

トが低下した．  

表１ AI による良悪性鑑別精度 

A：コントラスト改善処理 

B：粒状性改善処理 

表 2 にデンスブレストを用いた改善処理の良悪性鑑

別の結果を示す．デンスブレストの画像は全体的に

明度が高いことから方法は変わらないがパラメータ

をデンスブレスト用に改良した新画質改善処理を用

いた． 

表 2 デンスブレストの良悪性鑑別精度 

 

6. 今後の展望 

乳腺濃度に応じて処理を自動で変更するシステ

ムを開発することができれば精度向上を見込む

ことができる． 

元画像 旧画質改善処理 新画質改善処理 

79.3 

VGG19 

74.3 

VGG16 

82.0 

VGG19 

 コントラスト ノイズ トータル 

A 〇 × △ 

B × 〇 △ 

A+B 〇 △ 〇 



診断と CAD 性能の向上を目的とした ESRGAN による医用画像の超高解像度化の検討 
1912093 大坂 亮二 

(指導教員：武尾 英哉 教授,安部 和弥 日本人客員研究員) 

1. はじめに 

現在,医療画像の撮影装置の性能向上等により,生成

される医用画像の枚数は多いものでは患者一人当た

り 600~900 枚に及ぶこともありそれを読影する医師

の負担も増加している. 

本研究では,診断と CAD 性能の向上を目的として

ESRGAN(Enhanced Super-Resolution Generative 

Adversarial networks)[1]を利用した,医用画像の超解

像処理を提案する．超解像とは低解像度画像を高解像

度画像にすることであり,低解像度画像を入力して,超

解像技術によって解像の限界値を向上させ,より細か

なパターンを表現した画像を生成することが出来る. 

2. 目的 

AI による超解像技術によって,CT/MRI 画像の超解

像を行うことによって CT 画像で 2K,MRI 画像で 1K

の解像度の画像を生成し,それにより医師の診断能の

向上と CAD の検出性能の向上を狙う． 

3. 研究内容について 

既存の手法である Bicubic 補間と SRCNN,ESRGAN

を用い医療画像の超解像をし,比較を行う.[1][2] 

ESRGAN の学習に用いる画像サイズは,4 等分画像

と 4 分割画像の各境界を中央に置いた 5 つの画像を含

む 9 つの画像に分割し学習を行った. 

評価方法は,PSNR と SSIM を用いた定量評価と被験

者 15 人による視覚評価を行った.PSNR はノイズ成分

の知覚感度に基づく指標,SSIM は人間の画質劣化の知

覚に画像構造の類似度が寄与するものとした指標と

なる.[3]視覚評価では被験者 15 人に対して,ESRGAN

と SRCNN,線形補間による生成画像の 3 枚を 1 セット

とし,原画像に対する忠実度の高いものから 1~3 に番

号を評価してもらった. 

4. 結果 

生 成 さ れ

た画像を図 1

に示す. 

定 量 評 価

における結果を表 1 に示す.表 1 にあるとおり,PSNR

は若干の優位性を示したが,SSIM において SRCNN に

劣ってることが分かる. 

表 1 定量評価平均値(合成済み画像) 

 
視覚評価における結果は表 2 に示す.表 2 にあると

おり,SRCNN が忠実に再現されていると判断された. 

表 2 視覚評価実験平均値(合成済み画像) 

 
 そこで,ESRGAN により生成された直後の分割され

た画像の特に重要な臓器を映している中央の画像の

定量評価平均値を表 3 に示す.ここから合成前におい

ては ESRGAN に優位性があることが分かる. 

表 3 定量評価平均値(合成前画像) 

 
5. 考察 

結果から ESRGAN による画像の生成には問題が無

かったが,合成した画像では他の手法に劣っていたこ

とから,画像の合成に問題が

あること分かった.図 2 に示

すようによく見ると合成痕

が生成されていることから

合成処理に問題があると考

えられる. 

6. まとめと今後 

今回,ESRGAN による超解像画像の生成に問題はな

かったが合成の段階に問題があり有効性を示すこと

が出来なかった.今後は,合成の段階の改善の後視覚評

価実験,CAD 性能向上への寄与の確認を行っていきた

い. 

[参考文献] 

[1] Xintao Wang et al.,”ESRGAN: Enhanced super-resolution 

generative adcersarial networks,” in Proceedings of the ECCV , 

2018 

[2] Chao Dong et al., (2016)“Image Super-Resolution Using 

Deep Convolutional Networks” IEEE Trans. on PAMI, 38(2). 

 [3]9 章 符号化画質｜電気情報通信学会 

http://www.ieice-hbkb.org/files/02/02gun_05hen_09.pdf 

ESRGAN SRCNN Bicubic

PSNR 40.952 40.234 38.992

SSIM 0.978 0.988 0.974

ESRGAN SRCNN Bicubic

スコア 1.569697 1.248485 2.636364

ESRGAN SRCNN BiCubic

PSNR 46.210 40.934 39.978

SSIM 0.995 0.989 0.967

図 1 生成画像(左:原画像,右:ESRGAN) 

図 2 合成痕例 



Deep Auto Encoder を用いた画像圧縮の検討 

1912002  山田 祐 

(指導教員：武尾 英哉 教授, 安倍 和弥 日本人客員研究員) 

１．背景 

既存の JPEGや JPEG2000などの画像圧縮技術は

世界規模で浸透している。JPEG では離散コサイン

変換を、JPEG2000ではウェーブレット変換を用い

て画像の中で類似する情報を簡略化して表現する

ことにより、圧縮を行っている。これは圧縮率が

1/20 や 1/50 のレベルでは鮮明な画像として見るこ

とができるが、1/100 や 1/150 の圧縮率になると被

写体の判別が困難になる。現状では、圧縮率と画質

(PSNR)が比例の関係にあるといえる。 

 

２．目的 

Auto Encoder を用いて既存技術よりも高圧縮で

高品質な画像を生成することが本研究の目的であ

る。具体的には、圧縮率が 1/100 や 1/150 の時の

PSNR が 25 [dB]以上となる画像を生成することが

目的である。 

 

３．方法 

256×256[pixel]、濃度分解能 8[bit]のモノクロ画像

を 256×256×64 のレイヤーにし、それを畳みこみ、

32×32×16 のレイヤーにまで圧縮する。その後、ア

ップサンプリングを行って 256×256×1 の元の画像

と同じレイヤーに戻す。その結果の画像を視覚的、

そして圧縮前の画像と圧縮後の画像の再現性を表

す PSNR による理論的両面から評価していく。 

 

４．結果 

JPEGの 1/100圧縮画像を図１、JPEG2000の 1/100

圧縮画像を図２、そして今回の技法による 1/4圧縮

画像を図３に示す。各画像の PSNR は以下の表１の

とおりである。 

 

 

表１ 各方式における PSNR 

圧縮方式(圧縮率) PSNR 

JPEG (1/100) 23.55 [dB] 

JPEG2000 (1/100) 25.75 [dB] 

Auto Encoder (1/4) 11.18 [dB] 

 

図１ JPEG(1/100)  図２ JPEG2000(1/100) 

 

図３ Auto Encoder(1/4) 

 

５．まとめと今後 

Auto Encoder は圧縮に不向きであるということ

がこの実験より分かった。これは、Deep Auto 

Encoderが大量のデータを学習することで精度を高

めることができるというものであること、また、従

来の Auto Encoder では冗長の予測や相関を示す符

号の短縮化が困難であることが要因である。 

 そのため、今後は画像を量子化する際に冗長を予

測し、圧縮した時点で符号を短縮化する過程を従来

の Auto Encoderに追加する必要がある。 

 

 



AI による飲料容器の自動分類 
 

2012061 高井友斗 2012063 佐藤成 2012069 池田泰誠  

2012086 甲地洋介 2012089 山口哲平 

（指導教員: 武尾 英哉 教授） 

1. 研究背景と目的 

 現在飲料容器は、容器別に回収口が分かれている

ものの、最終的な分別は人の手によって行われてい

る。しかし、手作業で行うには多くの時間とコスト

がかかってしまう。そのため、本研究では分別を手

助けする、読み込んだ画像から飲料容器の自動分類

ができる AI の開発を目的としている。 

 

2. 実験方法 

 正面からとった背景が無地の飲料容器の画像、ビ

ン、缶、ペットボトル、紙パック、その他を合計約

1650 枚用意して、飲料容器判別の学習を行う。こ

れを Ver.1 とする。さらに見切れているものや非線

形の画像など正面以外から撮った画像を加え、学習

を行ったものを Ver.2 とする。Ver.2 で集めた画像

の一部を共通テストとして分析する。 

深層学習を用いた実験 

元の画像をそのまま利用し学習させる。その後 1

エポックの学習が終了したときに学習画像を様々な

パターンに変換（左右反転、上下反転など）させ、

再び学習させる。CNN は中間層が 1 層～6 層の 6

パターン、転移学習は VGG16 と VGG19、Alexnet

の 3 パターンを学習した。 

 

3. 結果 

 学習結果をまとめたものを表 1 に示す。 

 

4. 考察 

 深層学習の結果、精度は概ね 90%を超え、転移学

習においては 99%と非常に精度が高くなった。                      

VGG16 でできた AI を Visualize_Activations を用

いて画像の注目した部分を調べると、ビンやペット

ボトルは首の部分、カンはフタの部分で判別してい

たことが分かった。Ver.2 の深層学習では判別の難

しい画像が増えたため精度が落ちたが、転移学習は

1%前後しか下がっていない。 

 

5. まとめと課題 

 各容器の特徴を捉えられており、正面からの画像

であれば高精度で判別できるものができた。また、

別の角度からの画像や部分的に見切れている画像で

も 90％以上の精度で判別でき、判別が難しい画像

はその他に分類されている。潰れたいろはすのよう

な特徴の捉えづらいものは精度が下がるため改善が

必要である。 

表 1 各 AI の正答率 

 精度[%] 

Ver.1 Ver.2 

旧 AI パーセプトロン 88.0 77.8 

3 層 NN 93.0 67.3 

深層

学習 

CNN1 93.8 84.7 

CNN2 96.0 85.2 

CNN3 95.9 88.3 

CNN4 97.1 90.1 

CNN5 97.4 88.8 

CNN6 97.6 93.2 

転移

学習 

Alexnet 99.2 98.4 

VGG16 99.5 98.9 

VGG19 99.5 98.3 

共通テスト 48.0 94.0 
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