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ＧＡ・ＧＰ+ＭＴ法による外観検査性能の向上 
An Improvement in Visual Inspection Performance by GA・GP+MT Method 
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要  旨  _________________________________________________  

近年の外観検査では，識別が極めて困難で曖昧な不良種の増加や，人によるバラツキで品質を

保証する事が難しくなってきており，検査の自動化・効率化が余儀なくされてきている．外観検

査の自動化では，極めて高いレベルの検査性能が必要であるが，試行錯誤によるワーク識別では

時間が掛かり品質も悪く，また，ベテラン検査員の判断基準が感覚的な場合，数値化が困難とな

り検査性能を向上するにも限界があった． 

そこで検出性能の向上する目的で, GA･GPによって欠陥候補となる領域抽出を行う機能と, MT

法によって良否判別を行う機能を組み合わせた構成による検査ツールの開発を目指した． 

 

ABSTRACT  _________________________________________________  

In recent years, it is becoming difficult to guarantee quality in visual inspection, because 

the kinds of defective products which are very difficult and ambiguous to distinguish are 

increasing, and the variation in inspectors is also increasing. The automation and the 

streamlining of inspections are therefore expected. Although very high performance is 

required for the automated visual inspections, trial-and-error methods applied to difficult 

samples made the inspection slow and poor in quality. Moreover, since the judgment criteria 

of veteran inspectors are often sensuous and ambiguous, it was difficult to automate and 

speed up the inspection. 

The purpose of this paper is the development of an inspection tool to improve the detection 

performance. The tool combines the GA-GP method to extract regions considered to be 

defective candidates and the MT method to judge quality. 

                                                           
* リコーエレメックス株式会社 機器事業本部 

 Precision Parts and Apparatus Business Group, Ricoh Elemex Corp. 
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1.  背景と目的 

1-1 アルゴリズムの自動生成 

1-1-1 検査アルゴリズム 

外観検査の自動化では，極めて高いレベルの検査性

能が必要であるが，ベテラン検査員の感覚的な判断基

準に沿うアルゴリズムを作る事は難しく，検査性能を

向上するには限界があった．また，目視検査で難しい

検査対象はアルゴリズムの作成でも試行錯誤する事が

多く，開発に時間が掛かっていた． 

そこで，人が検証案件に掛かる時間を短縮すること

と，検査性能を向上することを目的にGP(遺伝的プロ

グラミング), GA(遺伝的アルゴリズム)を利用し，機械

的にアルゴリズムを生成させる試みを行ってきていた． 

ところで，検査性能には二つの指標がある．一つは

不良流出率（不良を正常として誤判定する率）で，通

常はそのリスクの大きさから，流出は確実に0にするよ

うにアルゴリズムの調整を行う．もう一つは，過検出

率（正常を不良として誤判定する率）である．過検出

率をどこまで抑えるかは，検証案件ごとに目標は異な

るが，一般的には5%未満が望ましい． 

GP･GAには，不良を確実に検出するようにアルゴリ

ズムを生成（以下GA･GPの生成解）させるが，その一

方で，不良を流出させないまま過検出率を低減するこ

とは難しく，およそ10～20%程度の過検出が発生して

いた．本論文は, MT法を利用することで，この過検出

を5%以下に低減することを目的にしている． 

 

2. 技術 

2-1 システム構成と特徴 

本システム構成について説明する．今回, MT法を取

り入れて，以下Fig. 1のように組み込んだ． 

MT法は, GP･GAの生成解が不良判定した対象（検出

した領域）について，それが不良か，もしくは過検出し

た良品かを再度識別することで，過検出を低減する． 

 

検査フロー構築検査フロー構築

閾値の調整閾値の調整

良否の状態識別良否の状態識別

画像教示画像教示

GPGP

GAGA

MT法MT法

 
Fig. 1 System structure. 

良品

不良品

良否判別の難しい
“曖昧な領域”

 

Fig. 2 Diagram of non-defective and defective  
products distribution in case of one feature 
value. 

Fig. 2に，良品と不良品の画像をある特徴量で見た

場合の概念図を示す．図の円の大きさは良品と不良品

のサンプル数を示している．数の大小はあるが，良品

と不良品の分布には，一部特徴が似通った領域が存在

し，その領域は特に良否を識別するのが難しい． 

 
良否判別の難しい
“曖昧な領域”

不良品

 

Fig. 3 Diagram of “ambiguous” non-defective and 
defective products distribution in case of 
GP-GA solution applied. 
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そこでGP･GAの生成解では, Fig. 3に示すように，

良否判別の難しい領域は一時的に全て不良として検出

し，次いでMT法で検出した不良と曖昧な良品だけの

対象を絞って，それらを分離するのに特化した単位空

間を生成することを特徴としている． 

GP･GA･MTのそれぞれを区分けした構成としたの

は，各手法をモジュールとして利用する点にメリット

があるとしたためである． 

例えば，検査環境の変化（例えば工程の改善）など

があると，取得する画像が変わり，既に実装済のアル

ゴリズムのままでは過検出が発生する場合がある．そ

の時MTのみを加えて過検出を低減したり，また，ア

ルゴリズムを新規で作成する場合などにも追従しやす

くなる． 

一方, GP･GA･MTを同時に学習させる方法も考えら

れるが，アルゴリズムを生成するまでの時間が長く

なってしまう．人がアルゴリズムを生成する場合は，

およそ8時間程度で完成するが, GP･GA･MTを同時に

動作させる場合，生成解を出力するまでに膨大な計算

量が必要であり，計算環境構築に掛かるコスト（もし

くは実学習時間）が実用的でなかった． 

 

2-2 GP･GA 

2-2-1 学習モデル 

以下Fig. 4に，フローチャートを示す． 
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Fig. 4 The flow chart of GP, GA. 

GPは，画像処理関数を1つのブロックとしたブロッ

クの組み合わせ木構造を個体と定義し，その中での最

適化を目指す．またGAは, GPの生成解を構成している

画像処理関数それぞれのパラメータ調整において最適

化を目指す． 

本論では，進化フロー内部の処理（図の左側）につ

いては省略し，｢何を評価して学習していくのか｣（図

の右側）について重点的に説明していく． 

 

2-2-2 画像の教示について 

GP･GAに学習させていくための画像は教示画像・目

標画像・重み画像をセットとしており，輝度値の値域

を0～255としている．画像サイズと枚数は撮像条件と

サンプル数に依存するため制限していない． 

学習時に読み出す画像を教示画像として定義し，そ

こから不良としたい領域（以下不良領域）と正常とし

たい領域（以下正常領域）の2値画像にて定義した目標

画像を作成する． 

タスクとしては設計者が教示画像をツール上に表示

し，目視にて不良と認識した箇所を閉空間として描き

示すことで完了となる．不良が存在しない正常画像の

場合はその教示画像のサイズに従った輝度値一律の画

像が目標画像となる． 

目標画像作成と同時に，検査と関係のない背景領域，

検査する領域内での正常領域と不良領域それぞれの画

素に｢検出する上での重要度を重み付けする｣画像を，

重み画像として生成する．後述する評価指標の一致度

において，正常領域と不良領域と背景領域の大きさに

依存せずに学習させていくための画像となる． 

 

2-2-3 GPでの評価方法・画像処理関数 

学習条件で工夫した点を一部ではあるが紹介する． 

評価指標としてメインに考えているのが教示画像の

出力結果（以下，出力画像）と目標画像の一致度であ

り以下に定義する． 
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横軸座標x, 横幅width, 縦軸座標y, 縦幅height, 出

力画像の輝度値o(x, y), 目標画像の輝度値t(x, y), 重み

画像の輝度値w(x, y), 正規化定数K = 255×width×

heightとしている． 

比による指標なので，画像サイズによらず0.0から

1.0までが値域となり, 1.0に近づくほど目標画像に出力

画像が一致していることを意味する． 

また一致度以外の評価指標として，生成解の木構造

（アルゴリズム）が冗長になりすぎると実用性が失われ

るため，生成解における処理関数の合計数に制限を設け，

木構造が単純であるほど評価を高くしている． 

学習上の処理関数は平滑化，エッジ抽出やコントラス

ト強調などのフィルタ処理，動的閾値を用いた2値化，

四則演算などの関数によって構成されており，基本的に

は設計者が良く使う代表的な処理をライブラリ化した．

ライブラリ化において関数を追加する時，｢処理方法は

異なるが効果は似ている関数｣が多く存在すると，処理

関数全体の中で選択に偏りが発生するため，取捨選択に

て検証を重ねた結果, 122個の処理関数を採用した． 

以下に，学習条件を示す． 

 

Table 1 Conditions of GP learning (Excerpt). 

学習条件（抜粋） 設計値 

世代数 30000～100000程度 

個体数 150 

処理関数総数 
122 

（1入力 : 102） 
（2入力 : 20） 

生成解処理関数の 
合計数 20程度 

1世代当たりの 
新規個体生成数 

（淘汰数） 
5～15程度 

1入力処理関数の生成確率 0.8 

2-2-4 GAでの評価方法 

GAでの評価指標においても基本的にGPと同じ一致

度を用いているが, MT法に受け渡す際には不良流出を

0にしておく必要があるため，出力画像の検出した領域

が学習画像内の不良情報全てを含んでいる必要がある． 

不良流出の発生状況と過検出の発生状況を明確に区

別して評価するため，目標画像と出力画像の閉空間領

域について，以下に続く判定評価を盛り込んでいる． 

 

 

Fig. 5 Examples of closed regions. 
(left) target image. (right) output image. 

生成解においてFig. 5のような画像を評価したい時，

目標画像の閉空間領域それぞれ（①～③）に対して，

｢出力画像の閉空間領域が重ね合わさるのか｣という判

定によって不良流出の発生状況を調べ，その後逆に出

力画像の閉空間領域それぞれ(A～D)に対し，｢目標画

像の閉空間領域が重ね合わさるのか｣という判定によっ

て過検出の発生状況を調べている． 

Fig. 5の例では，目標画像の③が出力画像上で重ね

合わさらず，検出できていない（不良流出）という判

定結果となり(Fig. 6参照)，また出力画像のDが目標画

像上で重ね合わさらないため不要（過検出）という判

定結果になる(Fig. 7参照)． 

 

 

Fig. 6 Example: flow of defects. 
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Fig. 7 Example: fault detections. 

以上の判定評価を一致度よりも優先しており，不良流

出を起こさず，かつ過検出が少ない状態まで導いた後，

一致度が高い解の探索を行う．これらの処理はそのまま

行うと重複する部分が少なからず発生するため，なるべ

く判定回数（計算量）を減らす工夫を行っている． 

 

2-3 MT法 

2-3-1 識別対象 

GP･GAの生成解では識別が困難だった事例をもとに

説明していく．ある金属の正常サンプル（シミ）と，

不良サンプル（キズ）をFig. 8とFig. 9に示す． 

シミは，この金属の洗浄工程の過程で，洗浄液が乾

いて付着したものであるが，製品の機能には影響しな

いため良品として判定する必要がある． 

しかし画像では明るさや，その形状がキズと似て撮

像されるため, GP･GAの生成解では分離する事ができ

なかった． 

 

 

シミ 

シミ 

 
Fig. 8 Example: non-defective products (stains). 

キズ 

キズ 
 

Fig. 9 Example: defective products (cuts). 

2-3-2 データ分析 

MT法では，まず多数の正常データ（本例の場合は

シミ）から複数の特徴量（画像の場合面積や輝度値な

ど，数十個）を抽出することで，シミを定義（単位空

間を生成）する．検査の際は，検査対象が単位空間か

らの距離が大きい場合に不良（キズ）として判定する

（空間からの距離をマハラノビス距離(MD)という）． 

正確に良否を判定するには，キズの場合はその空間

から大きく離れるようにする必要がある．単位空間は

正常データの特徴量から作成するため，判定の性能は

特徴量に依存する． 

そこで本事例では有効な特徴量を模索するため，事

前にシミとキズについてそれぞれの輝度値を分析した．

Fig. 10に，分析結果の一部を示す． 
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Fig. 10 Result of data analysis (Excerpt) 
(top) stains. (bottom)cuts. 

Fig. 10の左側は，キズとシミについて画像を1例取

り挙げたもので，枠で囲った部分の輝度値を画像ソフ

トウェアで分析した. Fig. 10の中央は，キズとシミの

ヒストグラムを示している．二つを比較したところ， 

(1) シミのヒストグラムの方がキズより全体的に右側

にプロットされる事が解った． 

(2) また，シミのほうが鋭利（尖がった山）になって

いる事が解った． 

キズとシミの輝度値を昇順に並べたのがFig. 10の右

（輝度変化）である．横軸の画素番号とは一番輝度

値の小さい画素を番号1, 次に小さい画素を番号

2･･･というように，画素について輝度値の小さい順

に番号を付加したもので，縦軸は輝度値である． 

プロットしたキズとシミのデータについて，近似

直線もしくは近似曲線を作成すると， 
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(3) シミの方が，傾きが緩やかであった． 

シミのほうが輝度値の最小値から最大値までの範

囲が狭いため，縦軸の変化そのものが小さい事や，

(2)で示されるように，同じくらいの輝度値が集中

しているため，横軸の変化に対する縦軸の変化が

小さく近似した時に平坦になり易い為と推測した． 

 

2-3-3 フィルタ設計 

キズとシミの一例をFig. 11に示す．前述したように，

キズ（赤色）とシミ（青色）とではシミのほうが全体

的にやや明るいが，そのまま分離可能なレベルでは無

く，キズもシミも輝度値55～80の範囲を取っており部

分的に混ざっている． 

 

輝度値

画
素
数

 

Fig. 11 Example: histograms of a cut (red) and 
stains (blue). 

そこで，以下に説明するフィルタ設計を試みた．第1

のフィルタではFig.12のように，あるレベルで閾値

(Th)を設定し，その閾値よりも左側（斜線）の面積値

を計算するようにした． 

 

輝度値

画
素
数
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Fig. 12 Example: Filter 1. 

このフィルタは，キズがシミよりもヒストグラムが

左側に生成される事を利用したもので，キズの場合に

比較的大きい面積値が返されるのを狙ったものである．

閾値は正常サンプル全ての輝度値の平均値と，標準偏

差を利用した. Table 2に実際の閾値と，正常サンプル1, 

2と不良サンプル1, 2から得た面積値（特徴量）を示す． 

 

Table 2 Threshold and its feature values of Filter 1. 

閾値
 

サンプル 

ave – σ ave–1.2σ ave–1.4σ ave–1.6σ

70 66 62 58 

良品1 8 2 1 0 

良品2 21 19 16 11 

不良1 120 119 112 105 

不良2 82 75 72 62 

 

良品と不良の特徴量を比較すると，不良の方が大き

い値を返しており，良品との差が得られる事を確認し

た．第1フィルタはいわゆる画像の暗い領域の面積を数

値化するフィルタであるが，これと同様に逆の明るい

部分を抽出するフィルタ（第2フィルタ）でも，不良と

良品では大きな差が得られた．ヒストグラム形状の違

いを数値化する為には，特定の輝度値を閾値として，

面積を計算する事が有効とわかった．この考えを応用

したフィルタをFig. 13に示す． 

二つの閾値を設定し，範囲内の面積を演算（第3フィ

ルタ），一つの閾値でヒストグラムを2分した時の左右

の面積比を演算（第4フィルタ）などを設計した． 

 

 

Fig. 13 Example: the other Filters (2～7). 
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また，輝度を昇順に並べたグラフからの特徴量抽出

では，プロットから近似式を作った場合の傾きを演算

（第5フィルタ），輝度変化グラフのY軸，閾値，近似

線からなる面積の演算（第6フィルタ），昇順に並べた

輝度値についてN 番目とN＋1番目の輝度値を比較し

輝度値の上昇率の演算（第7フィルタ）などの特徴量が

有効であることを確認した． 

前述した第1～7のフィルタは，それぞれ単独でも，

正常・不良を識別するのに有効であるが，フィルタに

汎用性を持たせるため，以下の事を検討に加えた． 

 

 

Fig. 14 Application of adjacent regions. 

Fig. 14に示すように，検査対象である領域(a)を全方

向に特定の大きさだけ拡張し(b), 拡張された部分の輝

度値を使って相対的に閾値を決定する．例えば，第1～

7フィルタの閾値は，正常サンプル全部の輝度値の平均

値や，標準偏差を元に設定しており，検査対象によら

ずその閾値は一定である．しかし，通常カメラや照明

は一定の条件にセットされているため，画像は同じく

らいの明るさで写るはずであるが，検査対象の微小な

撮像位置のズレや，外乱環境の変化によって，照明ム

ラなどが発生する為，画像の明るさが変化する場合が

ある．そこで，上記の周辺を参照する方法を適用する

事で，明るさが変わった場合であっても，それに応じ

た閾値設定をする事が有効であると確認できた． 

3. 成果 

3-1 検査性能 

本システムで生成したアルゴリズムの検査性能につ

いて一例説明する．以下図に示したシミ（良品）とキ

ズ（不良）のサンプルは，これまでのGP･GAによるア

ルゴリズムでは両方とも不良として判断しており，シ

ミを過検出していた． 

本システムによる検査アルゴリズムでは，シミとキ

ズを正常に分類する事ができ，過検出を減らすことが

できた. Table 3にデータを示す．不良流出に関しては，

どちらも0個であるが，従来アルゴリズムでの過検出数

は84個に対して，本システムを適用すれば, 24個に低

減されることを確認した． 

 

 

Fig. 15 Example: discriminable stains. 

 

Fig. 16 Example: discriminable cuts. 

Table 3 The improvement of distinction between cuts 

and stains. (top) this system. (bottom) previous system. 

過検出数（過検出率） 不良流出数 

本システム 24(3.0%) 0 

従来アルゴリズム 84(10.5%) 0 
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4.  今後の展開 

4-1 実用化に向けて 

これまで，本システムについて説明をしてきたが，

実用化に繋げるためには，サンプル不足の問題を解決

する必要がある. GP･GA, MT法のいずれも，正常，不

良を教示する必要があるが，特に不良に限っては，そ

の発生頻度の少なさから，サンプルが不足する傾向が

ある．数少ないサンプルの情報から，発生する不良の

母集団を推測する必要があり，そのために，不良種や，

不良形状の把握，また，不良発生のメカニズムの追求

など，情報入手を強化していくことが，実用化に向け

ての課題であろう． 

 

5. 付録 

5-1 GP･GA 

遺伝的アルゴリズム(GA)･遺伝的プログラミング

(GP)とは共に多点探索・最適化手法の１つとして提案

された進化的計算法のアルゴリズムの一種である1)．進

化的計算法とは， 

(4) 探索点の集合を発生 

(5) 探索点個々の性能を評価 

(6) 実用解の性能を持つ個体があれば終了し，なけれ

ば(4)に続く 

(7) 設計者が設計したルールに基づいて，探索点の集

団の中から選別（例：性能の優れた探索点を残し

て劣った探索点を除去する）や，現在の探索点か

らその特徴を引き継ぐように，探索点の生成を行

う，一部の特徴をランダムに変更するなど，探索

点の集団数を変えずに内容を変化させ(2)へ戻る 

といったプロセスを基盤とした最適解へのアプローチ

方法であり, GAとGPにおいても，探索点の種類と(4)で

行う変化のさせ方こそそれぞれ異なるものの，基本的に

このプロセスを応用発展させて最適解を求めていく． 

5-2 MT法 

一般に正常な画像を写した場合，どれも似たような

写り方をするが，不良が存在する場合，例えば不良種

や不良の程度によって写り方は様々である． 

MT法は，正常（良品）の写り方が一様である性質

を利用するもので，定義しやすい正常データの集まり

だけを定義し，その定義との違いをもとに，異常か正

常かを判定する方法である．正常データとの違いを｢近

い｣あるいは｢遠い｣と示す指標として, Fig. 17のマハラ

ノビス距離(以下MD)が用いられる． 

MT法では，まず多数の正常データから複数の特徴

量（画像の場合面積や輝度値など，数十個）を抽出し，

統合した情報として単位空間を生成する． 

検査の際は，単位空間と検査対象のデータを基に演

算し，検査対象の単位空間上での位置を算出する． 

ここで検査対象のデータが，正常の各特徴量の平均

値に近い値であるほど，空間の中心にプロットされ，

平均値から離れるほど，空間の中心から遠い位置にプ

ロットされる．正常と異常の判定は，プロットされた

点と単位空間の中心との距離であるMDが大きければ

異常，小さければ正常と判断する． 

 

正常
異常

マハラノビ
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空間の中心

１
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Fig. 17 Unit space. 
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