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進化的計算手法を用いた画像処理アルゴリズムの自動最適化 
Automatic Optimization Techniques for Image Processing Algorithms based on Evolutionary 

Computation 

室井 基継* 中山 攻* 
Mototsugu MUROI Osamu NAKAYAMA 

要  旨  _________________________________________________  

画像処理アルゴリズムは，基本画像処理の組み合わせ（処理フロー）とその処理パラメー

タから構成される．アルゴリズム開発者は，基本画像処理の選択により処理フローを決定し，

さらに処理パラメータの調整を行う．しかし，それらの組み合わせ数は膨大になるため，試

行錯誤的な開発では開発時間を要していた．本論文では，進化的計算手法の一種である遺伝

的アルゴリズム (GA) と遺伝的プログラミング (GP) を用いた画像処理アルゴリズムの自

動最適化技術に関して報告する．画像処理の組み合わせの最適化にはGPを，その処理パラ

メータの最適化にはGAを用いて，GP最適化の中にGA最適化を組み込む形の入れ子構造で

最適化を行うことで画像処理の組み合わせとその処理パラメータの同時最適化を実現した． 

現像ローラの表面形状の抽出処理に本手法を適用して，画像処理アルゴリズムの開発期間

の短縮と精度向上の両面を達成した．また，本手法を用いて，画像処理の専門家でない現像

ローラの開発者自身が，表面形状の抽出処理のための画像処理アルゴリズムを開発できるよ

うになった．その結果，仕様変更などの新たな表面形状に対しても柔軟に対応し，現像ロー

ラの開発リードタイムの短縮につなげることができた． 

ABSTRACT  _________________________________________________  

The development of an image processing algorithm requires much time because developers should 

optimize combinations of basic image processing functions and these parameters by trial and error.  

In this paper, we report automatic optimization techniques for image processing algorithms using 

Genetic Algorithm (GA) and Genetic Programing (GP) known for evolutionary computation. We 

simultaneously optimized combinations of basic image processing functions by GP and these 

parameters by GA. In this optimizing process, a GP optimization includes nested structures of GA 

optimizations. 

With our optimization techniques, we could shorten a development period and improved the accuracy 

of the image processing algorithm which extract the surface shape of a development roller, copying 

machine parts. Besides, a development roller engineer without image processing skills even could 

optimize image processing algorithms by himself/herself, which significantly reduces the development 

period of the roller when the roller specification is changed. 
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1. 背景と目的 

1-1 背景 

画像処理アルゴリズムは，基本画像処理の組み合

わせ（処理フロー）とその処理パラメータから構成

される．アルゴリズム開発者は，基本画像処理の選

択により処理フローを決定し，さらに処理パラメー

タの調整を行う．そのため，画像処理の専門家で

あっても，試行錯誤的な開発をする必要があるため

多大な時間を要する．また，画像処理の専門家でな

いと，基本画像処理の知見がないため画像処理アル

ゴリズムを開発することは難しい． 

具体例として，Fig. 1に示す現像ローラの窪み幅

寸法計測のための画像処理アルゴリズム開発の例を

示す．現像ローラは，トナーを汲み上げるローラ部

品であり表面に窪み形状が施されている．正しく寸

法計測するために，表面の窪み形状を正確に抽出す

る画像処理アルゴリズムを開発する必要がある．

Fig. 2に，窪み部分を正しく抽出した画像処理後の

画像を示す． 

 

Fig. 1 Development roller. 

 

Fig. 2 Dent extraction image. 

ここで，画像処理アルゴリズムの開発の流れを示

す．画像処理アルゴリズムの開発者は，基本となる

画像処理関数を選び処理フローを決定する（Fig. 3

上図）．例えば，Fig. 2のように窪み抽出を行う画

像処理アルゴリズムでは，入力画像からノイズを除

去する処理を行い，その後，窪みの輪郭を強調する

エッジ強調処理を行い，次に2値化処理により窪み

と背景を分離するような処理が考えられる．しかし，

ノイズ除去を行う方法にも，中央値をとる方法や平

均化を行う方法等，様々な方法があり，さらにどの

範囲で平均化するかによっても結果が異なる．その

ため，目的とする画像を出力させるように処理方法

の再選択や，パラメータ調整を試行錯誤的に繰り返

し，画像処理アルゴリズムを構築していく． 

 

 

Fig. 3 An example of image processing algorithm. 
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単純な画像であれば，試行錯誤の回数は少ないが，

ノイズの多い複雑な画像では試行錯誤の回数は増え，

画像処理アルゴリズムの開発は困難になる．現像

ローラの窪み形状抽出の場合，Fig. 1右図に示すよ

うに，現像ローラ表面には機能上問題にはならない

程度の微細な素管研磨跡があり，これらのノイズを

適切に除去するために多大な開発時間が必要となる．

複雑な問題の場合，充分な性能を得られず，開発を

断念するケースも生じる．さらに，Fig. 4に示すよ

うに加工条件の違いによって窪みの形状が異なるが，

開発段階では最適な加工条件を追い込んでいくため，

条件が変わるごとに画像処理アルゴリズムを逐次開

発する必要性が生じる．もし，画像処理スキルを持

たない生産技術者（現像ローラの開発者等）自身が

画像処理アルゴリズムの開発を簡単かつ短期間に行

うことできれば，画像処理技術者に対する負担は大

きく減少する． 

 

 

Fig. 4 Difference of surface images by cutting condition. 

上述のように，まとめると大きく3つの課題があ

る．1.画像処理アルゴリズムの精度不足，2.開発期

間の長期化，3.画像処理技術者しかアルゴリズムを

開発できない点，である． 

1-2 目的 

上記の3つの課題を解決するために，進化的計算

手法に基づく画像処理アルゴリズムの自動生成技術

を開発する．進化的計算手法とは，生物の進化の過

程を模した最適化手法である．この自動生成技術を

使うことで，画像処理の技術者でなくても，精度の

高い画像処理アルゴリズムを短時間で得ることがで

きるようにする． 

 

2. 方法 

2-1 進化的計算手法を用いた画像処理アルゴ

リズムの自動最適化 

2-1-1 概要 

進化的計算手法とは，生物の進化の過程を模した

最適化アルゴリズムである．システムの構造や設計

データなど解きたい問題の解を生物の個体とみなし，

様々な種類の個体を表現し，個体を交叉や突然変異

などで変化させ，ある基準をもとに評価して，最後

に次世代の個体を選択する．この手順を繰り返すこ

とで解きたい問題の解を最適化する手法である．進

化的計算手法のフローチャートをFig. 5に示す． 

 

Fig. 5 Evolutionary computation flowchart. 

進化的計算手法には，遺伝子の表現方法により最

適化対象が異なる複数の手法がある．遺伝子として

数値の配列を持ったものは遺伝的アルゴリズム 

(GA) と呼ばれている1)．また，GAを拡張したもの

として，遺伝子を木構造としたものは遺伝的プログ

ラミング (GP) と呼ばれ，式やプログラム構造を最

適化することができる2)．GAとGPの遺伝子構造の

例をFig. 6に示す． 

 

Fig. 6 Gene structures of GA and GP. 
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画像処理アルゴリズムの最適化においては，前述

したように，基本画像処理の組み合わせと，その処

理パラメータを同時に最適化する必要がある．Fig. 7

に示すように，画像処理の組み合わせをGPにより

最適化，処理パラメータをGAにより最適化するこ

とで画像処理アルゴリズムを自動最適化する．画像

処理関数とそのパラメータをTable 1に示す．これら

の画像処理関数は例であり，対象により適宜変更す

ることが可能である． 
 

 

Fig. 7 Optimization of an image processing algorithm by 

GA and GP. 

Table 1 Image processing functions and parameters. 

関数 パラメータ 

2値化 閾値 

ガウシアンフィルタ 標準偏差，フィルタサイズ 

任意フィルタ フィルタ係数，フィルタサイズ 

標準偏差フィルタ フィルタサイズ 

中央値フィルタ フィルタサイズ 

膨張，収縮フィルタ フィルタサイズ 

定数和 定数 

定数積 定数 

絶対値 なし 

最大値 なし 

最小値 なし 

和 なし 

差分 なし 

排他的論理和 なし 

2-1-2 最適化フロー 

GPにより画像処理関数の最適化とGAにより画像

処理関数の数値パラメータの最適化を同時に行い，

画像処理アルゴリズムを自動最適化する．このよう

なGPとGAを用いた最適化手法が知られている3,4)． 

本手法は，進化的計算手法に基づく構造と数値を

同時最適化する技術であり，探索空間が広いという

特徴を持つ．提案手法のフローチャートをFig. 8に

示す．構造の最適化 (GP) のフロー内に数値の最適

化 (GA) のフローが内包されている入れ子構造と

なっていることが特徴である．GPの最適化の処理

フローにGAの最適化の処理フローが組み込まれて

いる形となり，ある構造に対して数値パラメータを

GAにより最適化する．そして，GAの最適化が終了

したら，最も評価値の高い数値パラメータで構造の

評価および選択処理を行う．この処理を繰り返すこ

とで構造と数値の同時最適化を行う． 

 

 

Fig. 8 The proposed evolutionary computation flowchart. 

Fig. 8の評価ステップについて述べる．評価ス

テップは，評価方法によりどのように最適化させる

かを決定する重要な役割を持つ．画像処理アルゴリ

ズムの最適化では，学習データとして，入力画像と

出力させたい画像（以下，目標画像）を与えて評価

する．Fig. 9に，例として現像ローラの表面形状の
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入力画像と目標画像を示す．目標画像は，窪み部分

を抽出した2値画像である． 

 

 

Fig. 9 Input image and target image of development 

roller surface. 

評価値として，評価したい画像処理アルゴリズム

の出力画像と目標画像との相違度を用いる．相違度

の例として，出力画像と目標画像の差分値を用いる

ものがある．出力画像と目標画像が完全に一致した

場合に，相違度が0となる．以下に，相違度dの算出

式を示す． 

𝑑 =
∑ ∑   𝑊(𝑥, 𝑦) ∙ |𝑂(𝑥, 𝑦) − 𝑇(𝑥, 𝑦)|𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ−1

𝑥=0
ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡−1
𝑦=0

𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ ∙ ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡
 

ここで，widthは画像幅，heightは画像高さ，x, y

は画素位置，Wは重み画像，Oは出力画像，Tは目

標画像を表す．重み画像とは，重点的に評価したい

部分を明示した画像である． 

2-1-3 高速化 

進化的計算手法を用いた画像処理アルゴリズムの

最適化は，膨大な組み合わせ数の画像処理を行うた

め，処理時間が大きな課題となる．アルゴリズムの

工夫による高速化方法とハードウエア処理による高

速化方法を以下に述べる． 

アルゴリズムの工夫による高速化手法を述べる．

Fig. 8のようにGPとGAのフローを単純に入れ子構造

にすると，処理時間が増大し実用的に利用するのが

困難となる課題があった．そこで，GAの数値パラ

メータの最適化の際に，上述の相違度に一定期間変

化がない場合は構造が最適でないと判断し，GAの

最適化を打ち切る処理を行っている．このアルゴリ

ズムの工夫により約2倍の高速化が実現されている． 

上述のアルゴリズムの工夫に加えて，ハードウエ

アでの高速化を最適化対象に応じて実施している．

Table 1に示したような基本画像処理をGPU (Graphics 

Processing Unit) で実行することで高速化している．

GPU化により約10倍の高速化が実現されている． 

2-2 現像ローラの表面形状抽出処理の自動最

適化 

2-2-1 最適化条件 

「1-1 背景」に示した現像ローラの表面形状抽

出処理の画像処理アルゴリズムを本手法により自動

最適化する．Table 2に示す条件の学習セット（入力

画像と目標画像のペア）を用いて，自動最適化を

行った． 

Table 2 Learning images information. 

学習セットの条件 設定値 

枚数 17 

解像度 512×512 

階調 10bit (0～1023) モノクロ 

 

Fig. 10に，現像ローラの表面を撮像した入力画像

と，抽出したい形状を示した目標画像を示す．目標

画像の白い領域が抽出したい窪み形状となっている．

学習セットの中身は，窪み形状や素管の表面状態が

異なるものを含めており，これらすべての画像を適

切に処理するように画像処理アルゴリズムの自動最

適化を行う． 

 

 

Fig. 10 Learning image sets. 
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Table 3，Table 4に，GAとGPの最適化条件をそれ

ぞれ示す． 

Table 3 GA settings. 

最適化条件 設定値 

個体数 20 

世代数 1～15（可変） 

交叉率 0.5 

突然変異率 0.1 

Table 4 GP settings. 

最適化条件 設定値 

個体数 30 

交叉率 0.3 

突然変異率 0.15 

 

2-2-2 性能評価方法 

自動最適化された画像処理アルゴリズムと，従来

のように試行錯誤的に開発したアルゴリズムの比較

を行った．学習させていない未知画像に対して，画

像処理の精度および開発期間を比較した．画像処理

の精度としては，窪み形状の1つ1つを正しく分離抽

出できているかの指標（窪み抽出率）を用いた．窪

み抽出率の定義は，「分離抽出できた窪み個数÷全

部の窪み数」である．正しく抽出できているかどう

か，窪みの連結や欠け等がないかを出力画像上で確

認した上で，割合を算出した． 

 

3. 結果 

3-1 最適化結果 

Table 2に示した17の学習セットを用いて，本手法

により最適化を行った．結果をTable 5に示す．GP

の世代数が3,742，自動最適化にかかった時間は，

GPU利用で約15時間であった．最適化の打ち切り

は，人が出力画像をみて学習セットすべてに対して

窪み抽出率が100％となっていることを確認して終

了した．また，Fig. 11に，最適化時の相違度の履歴

を示す．ここで示す相違度は，Table 2に示した17の

学習セットから計算される相違度の平均値である．

図中の黄色線が最良画像処理アルゴリズムの相違度

の平均値の履歴，青線は最良以外の相違度の平均値

の履歴を示す． 

Table 5 Learning result. 

項目 値 

世代数 3,742 

学習時間（GPU利用） 約15時間 

 

 

Fig. 11 Score history. 

世代数

相
違
度
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Fig. 12に，自動最適化された画像処理アルゴリズ

ムを示す．同一の入力画像を計8枚用いて，複雑な

画像処理をしていることがわかる． 

 

 

Fig. 12 Image processing algorithm generated by our 

evolutionary computation. 

3-2 人手による開発結果との比較評価 

試行錯誤的に人手で開発したアルゴリズムは

Fig. 3下図に，本手法によるアルゴリズムはFig. 12

に示した．Fig. 13に，それぞれの画像処理アルゴリ

ズムによって表面形状を抽出した結果を示す．黒い

部分が窪みを分離抽出できなかった部分を示してい

る．人手による開発では窪み同士が正しく分離でき

ずに処理エラーが発生している．その一因としては，

Fig. 14に示すように，人手による開発では窪みを分

離抽出できてはいるがノイズ部分も誤抽出している．

一方，本手法では処理エラーは発生しておらず，正

しく窪みを抽出できている． 

 

Fig. 13 Output images of comparison between the manual 

development and the proposed method. 

 

Fig. 14 Dent extraction images of comparison between 

the manual development and the proposed method. 

Table 6に窪み抽出率について各手法の比較を示す．

未学習の現像ローラの全周画像に対して，人手によ

る開発では窪みが正しく抽出できている割合が98%，

一方，本手法では100％となった． 

Table 6 Extraction rates of the manual development and 

the proposed method. 

手法 窪み抽出率 (%) 

人手による開発 98% (5,141/5,298) 

本手法 100% (5,298/5,298) 

 

Fig. 15に，開発期間の比較結果を示す．人手によ

る開発では，上述のように100%近い窪み抽出率を

達成するためには約1週間かかる．一方，本手法は 

2日である．その中の1日はPCによる自動最適化に

かかる時間なので，画像処理開発者の開発時間は0

となる．また，本手法を用いることで，画像処理ス
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キルを持たない生産技術者（現像ローラの開発者等）

自身による画像処理アルゴリズムの構築が可能であ

る． 

 

Fig. 15 Development period of comparison between 

manual development and our method. 

4. 結論 

進化的計算手法を用いた構造と数値の同時最適化

手法を開発した．本手法を現像ローラの表面形状抽

出アルゴリズム開発に適用し，人手による開発と比

較した結果，品質，開発期間の両面において本手法

が上回る結果となった．また，仕様変更が発生した

場合，画像処理スキルを持たない生産技術者（現像

ローラの開発者等）自身でも，本手法を用いること

により簡単かつ短期間に画像処理アルゴリズムの変

更が可能となり，現像ローラの開発リードタイムの

短縮につなげることができた． 

今後は，他の対象（他のローラ状部品やベルト状

部品など）に本手法を展開していく． 
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