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脂肪細胞セグメンテーションにおける
分割精度改善手法の提案
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概要：内臓脂肪の過剰蓄積は，高血圧や糖尿病，脂質異常症等の生活習慣病発症の主要因となるため，脂
肪細胞組織の特徴を解析することが肥満症研究において重要な課題と言える．肥満した脂肪組織に最も特
徴的な事柄は脂肪細胞の肥大化であり，脂肪組織を撮影して細胞の大きさと数を計測することが一般に行
われる．細胞組織の画像計測に用いられる手法の 1 つに，近年画像認識の分野で成果を上げている畳み込
みニューラルネットワークを細胞領域分割に応用する方法が挙げられる．この方法は従来の画像処理技法
を用いた手法よりも高い精度を示すが，ディープラーニングを用いた手法であるため，トレーニングデー
タを大量に用意する必要があることがネックとなる．本研究では．限られたデータを最大限に活用する手
法として，トレーニングデータに対するデータ拡張と，テストデータに対する再学習を実施することで，
従来手法では分割に失敗していた領域の正しい分割に成功することを示した.

1. はじめに

ものとされ，特に内臓脂肪の肥大化や過剰蓄積は，肥満や
糖尿病，脂質異常症等といった生活習慣病の主要因となる

近年のバイオイメージング技術の発展により，多種多様

ことが判明している [2]．このため, 脂肪組織画像中に含ま

な生体を撮影し，画像データとして観察することが可能と

れる個々の脂肪細胞の領域認識，及びその面積の測定が科

なった．蓄積された大量の画像データに対しては，単に見

学的，臨床的に非常に大きな意味を持つ．この脂肪細胞の

て観察するだけではなく，データ解析を実施し特徴的な情

領域分割を情報科学技術を用いて自動化し，分割精度を向

報を抽出することで観察対象の定量的な理解につなげるこ

上させることを本研究の目的とする．

とが求められている．こうした定量化のための画像解析は

脂肪組織画像の定量化は，一般に撮影された脂肪組織画

従来人間の目視により行われてきた．しかし，目視には観

像を入力として与え，画素値をもとに個々の細胞領域を分

察者のバイアスが介在する上，膨大な数の生体画像群の解

割し，細胞部を白，背景部を黒とした二値画像を出力 (図 1)

析を求められる状況においては人力での解析は困難を極め

した後，二値画像中の各細胞部の面積を計測することで行

る．このような状況下においても客観的信頼に足るデータ

われる．この過程における画像の領域分割の工程をセグメ

を得られるよう，生物画像データに情報科学分野の技術を

ンテーションと呼ぶ．従来，セグメンテーションには画像

応用し，自動的に精密かつ再現性を持つハイスループット

中の輝度勾配を利用する Watershed 法 [3] をはじめとする

な生体画像定量化を実現する必要がある．これを目標とし

画像処理技術が用いられてきたが，近年ではディープラー

て成立したのがバイオイメージインフォマティクス [1] で

ニングの一手法である畳み込みニューラルネットワークが

ある．バイオイメージインフォマティクスの課題の 1 つ

セグメンテーションにおいてより高い分割精度を示すと

に，細胞画像の解析と定量化がある．定量化の対象となる

いうことが確認されている [4]．一方，畳み込みニューラ

細胞組織は様々であるが，本研究では脂肪組織内に存在す

ルネットワークは精度向上の為に教師あり学習を行うた

る脂肪細胞に着目したい．

め，正解ラベル作成に大変な手間がかかることがネックと

脂肪細胞の量と大きさは組織全体の生理機能を反映する
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なる．このことから，正解ラベルが作成されている少量の
データを最大限活用してネットワークの学習を進める必要
がある．本研究では，この問題に対応するため，データ拡
張の工程に着目し，従来のデータ拡張手法に新たに画像の
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図 1 左:元の脂肪組織画像. 右:領域分割結果の二値画像.

明度を変える操作を加えた．また，テストデータを利用し

図 2

てモデルを再学習する機構を設計し，テストデータの特徴

U-Net の構造．

をモデルに反映することを試みた．

2. 先行研究
2.1 畳み込みニューラルネットワーク

ある．生物組織画像のセグメンテーション精度を競う ISBI

Cell Tracking Challenge 2015 で優勝する等，高い精度を
誇る．

畳み込みニューラルネットワーク (Convolutional Newral

本研究では U-net をベースに一部を修正したネットワー

Network, 以下 CNN) とは，出力層のユニットが隣接する

クを用いる．図 2 にネットワーク構造を示す．U 字形の左

入力層側の特定のユニットに結合されている順伝播型ネッ

半分部に縮小経路を，右半分部に拡大経路を持ち，縮小経

トワークのことを指す．CNN は人間の視野における物体

路と拡大経路の同じ階 (level) にある層の出力をマージす

認識の仕組みに近い構造を有しており，特に画像認識の分

るショートカット構造を有することが特徴と言える．

野で高い精度を示すことが知られている．

2.2.1 縮小経路

一般に CNN はクラス分類に用いられる．画像とその画

縮小経路は図 2 の左半分部にあたり，特徴マップのサイ

像の属するクラスを教師データとして与えネットワークを

ズを縮小させる．縮小経路には下に示す 3 つの層がこの順

訓練した後，未知のクラスの画像 1 枚を入力として与えた

に連続して 4 回，計 12 層並べられている．

際にそれがどのクラスに属するかを判定するような問題が

• フィルターサイズ 2*2 の畳込み層 + 活性化関数 ReLU

これに該当する．一方脂肪細胞セグメンテーションは画像

• フィルターサイズ 2*2 の畳込み層 + 活性化関数 ReLU

中の各画素とそれらが属するクラス (即ち前景 (細胞) か背

• フィルターサイズ 2*2 のプーリング層

景か) を教師データとして与えネットワークを訓練した後

プーリング層によるダウンサンプリング処理により，マッ

に，画像内の各画素を入力として，その画素が属するクラ

プサイズが縦横共に 1/2 倍される．

スを判定する．このように，画像に含まれる画素を入力単

2.2.2 拡大経路

位として，各画素に対してクラス分類を行う方法を画素単

拡大経路は図 2 の右半分部にあたり，特徴マップのサイ

位セグメンテーション (pixel-wise segmentation) と呼び，

ズを拡大させる．拡大経路は，縮小経路と同じく，下に示

特に生医学分野において関心を集めている．

す 3 つの層がこの順に連続して 4 回，計 12 層並べられて

2.1.1 Fully Convolutional Network

いる．

一般に CNN は畳み込み層とプーリング層，全結合層の

3 つの層から成るが，このうち全結合層を畳み込み層に置

• フィルターサイズ 2*2 の逆畳込み層 + 活性化関数
ReLU

き換えたものを Fully Convolutional Network(FCN) と呼

• フィルターサイズ 2*2 の畳込み層 + 活性化関数 ReLU

ぶ．FCN は画素単位セグメンテーションのような，出力が

• フィルターサイズ 2*2 の畳込み層 + 活性化関数 ReLU

画像である問題の際によく用いられる．これは全結合層が

逆畳み込み層によるアップサンプリング処理により，マッ

存在すると入力サイズが固定されてしまうためで，全結合

プサイズが縦横共に 2 倍される．この逆畳み込み層の存在

層を畳み込み層に完全に置き換えることで任意の画像サイ

が特徴抽出において非常に有用であることが知られている．

ズを入力とすることが可能になり，結果として処理が高速

2.2.3 ショートカット構造

化する．

このアーキテクチャで最も特徴的なのは縮小経路側の出
力と拡大経路側の出力をマージするショートカット構造の

2.2 U-net

存在である．拡大経路の逆畳み込み層の出力マップサイズ

U-net [5] とは，生物医療画像の画素単位セグメンテー

は，同じ階の縮小経路の畳み込み層の出力サイズと一致す

ションのために設計された CNN(FCN) アーキテクチャで

るため，2 出力をマージすることで次の層の同一の入力と

ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan
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図 3

細胞の境界が細い場合にセグメンテーションに失敗する例.
左図: 元画像. 右図:セグメンテーション結果.

することができる．この処理を行うことにより，縮小時に
失われた境界の情報を縮小経路の出力から取得すること
が可能となり，境界情報の維持と特徴抽出を同時に実現で
きる．
図 4 ガンマ値を変更した画像の例.

2.3 問題点

左上:元データ (γ = 1.0), 右上:γ = 0.25,

U-net を用いたセグメンテーションは従来の画像処理技

左下:γ = 1.75, 右下: γ = 2.50.

術に基づくセグメンテーションよりも高い分割精度を示す
ことが確認されている [4]．しかし，CNN(U-net) を用いた
セグメンテーションは教師あり学習を行うため，実際に人

画像中の境界線が不明瞭な場合，画像の輝度を調整する

手で細胞境界をなぞり，前景と背景のラベル画像を作成す

ことで境界線が明確になり学習を行いやすくなる場合があ

る必要がある．この手間を最小限に抑えるため，なるべく

る．このことから，ガンマ値を変えることで画像の輝度値

少ないデータを有効活用して分割精度を向上させる手法を

を調整する処理をデータ拡張のプロセスに追加した．ここ

考案する必要がある．

でガンマ値 γ とは入力画素値 Vin と出力画素値 Vout の比

3. 提案手法
2.3 節に示される問題点を解決するため，本研究では以
下の 2 つのアプローチを用いた．

γ
を表す値であり，Vout = Vin
の関係を満たす．ガンマ値の

最低値を min，最大値を max，分割数を d とするとき，実
際のガンマ値 γ を下式より求める．但し c は条件式を満た
す任意定数とする．

{

• データ拡張においてガンマ値を変更する処理を追加
• 再学習機構の実装
3.1 データ拡張

γ=

c
(max−min)
d

(i = 0, 0 < c <
i

(max−min)
)
d

(i = 1, ..., d)

ガンマ値を変更した画像の例を図 4 に示す．

学習の前に，トレーニングデータセットに対してデー
タ拡張 (data augmentation) という処理を行う．これはト

3.2 再学習機構の実装

レーニングデータセットに対し画像処理を施すことで疑似

図 3 に示されるような細胞境界の消失は画像中の一部分

的なデータセットを作成し，トレーニングデータ数を増や

に集中して発生する傾向が見られた．このことから，1 枚

す手法で，過学習の抑制や分割精度向上に効果がある．

の画像を複数の部分画像に分解し，分割精度の悪い箇所を

3.1.1 先行研究におけるデータ拡張

集中的に学習し直すことが分割精度の向上に寄与すると考

先行研究では以下の 2 つのデータ拡張処理を行っている．

えられる．これを再学習機構として実装する．

• 左右反転

3.2.1 Self Training

• 回転 (90 度, 180 度, 270 度)

本研究では Self Training [6] という再学習手法を用いる．

提案手法でも同様に上記のデータ拡張を行う．

Self Training とは半教師あり学習の 1 手法であり，テスト

3.1.2 ガンマ値の変更

データと，テストデータに対する予測値 (疑似ラベル) を入

従来手法によりセグメンテーションされた画像を見る

力としてトレーニングデータセットとし再学習を行う方法

と，細胞境界が不明瞭な部分，または細胞境界が極端に細

である．これを用いることで，テストデータもトレーニン

い部分でセグメンテーションが正しく行われていないケー

グデータの一部として利用することができ，テストデータ

スがあることが判明した．例を図 3 に示す．

セットの特徴を加味した学習が可能となる．
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3.2.2 入力データ

訓練回数

再訓練にあたり，以下の 3 つのデータを入力として用

従来手法

78000 回

いる．

提案手法 A

202752 回

トレーニングデータ 正解ラベルを有する画像群．初回訓

提案手法 B

217984 回 (内再学習 15232 回)
表 1 訓練回数

練に用いる．
バリデーションデータ 正解ラベルを有するが，訓練には

3.2 節の再学習機構に関して，n = 4 とし，16 等分した

使用せず，分割精度の判定にのみ用いる画像群．

画像を入力として用いた．学習に際しては, ループ回数を

テストデータ 正解ラベルを有さず，最終的にセグメンテー

l = 10 とし，予測値のクラス分類の確率が 0.5 に近いパッ

ションを実施する画像群．Self Training に用いる．

3.2.3 アルゴリズム

チ上位 25%をサンプリングして再学習に用いた．バリデー
ションデータによるエラー値が前回ループ時のエラー値よ

再学習におけるループ数を l とする．

りも悪化した場合，その結果は破棄した．
2

( 1 ) 各入力データを縦横 1/n 倍のサイズのパッチ n 枚に
等分する．

( 2 ) トレーニングデータを用いてネットワークの初回訓練
を行う．

また学習に関しては，Early Stopping [10] における収束
判定を用いてトレーニングデータの過学習をする前に学習
を終了させることで各手法のベストパフォーマンスによる
比較を行った．この時の訓練回数を表 1 に示す．尚，従来

( 3 ) バリデーションデータに対して予測を行い, 前回ルー
プ時と比較して分割精度が向上しているか判定を行う．

( 4 ) Self Training 部
( a ) テストデータに対して予測を行う．

手法と提案手法では入力画像サイズに違いがあるため，訓
練回数が大きく異なっていることに注意する．損失関数に
は交差エントロピー (cross entropy) を，勾配降下法の最適
化アルゴリズムには Adam [11] を用いて学習を行った．

( b ) 予測の分割精度が悪いパッチをサンプリングする．
( c ) サンプリングしたパッチ群に対しデータ拡張を
行う．

( d ) データ拡張を行ったパッチ群とそれらに対する予
測値を入力として，ネットワークの再学習を行う．

( 5 ) l 回ループした場合は終了. そうでなければ 3 へ戻る．

4.3 実験データ
本実験では以下のトレーニングデータ 25 枚とテストデー
タ 14 枚を用いた．

4.3.1 トレーニングデータ
• ISBI Challenge 2012 で用いられた神経組織画像 1 枚
• Adipocyte Quantification Tool [12] に付属しているマ

4. 実験

ウスの脂肪組織画像 16 枚 (例:図 1)

2 章にて示した先行研究の内容を実装したものを従来手
法，それに加えて 3 章にて示した提案手法を追加実装した
ものを提案手法として，その分割精度を比較する．

• 京都大学大学院農学研究科より提供された光輪を含む
マウスの腹部脂肪組織画像 8 枚

4.3.2 テストデータ
• Adipocyte Quantification Tool に付属しているマウス

4.1 実装と比較手法
従来手法の実装として，ディープラーニング用フレーム
ワーク Caﬀe [7] による実装 [8] を用いた．提案手法の実装

の脂肪組織画像 8 枚

• 京都大学大学院農学研究科より提供されたマウスの腹
部脂肪組織画像 6 枚

はこの Caﬀe による実装をディープラーニング用フレーム

トレーニングデータ、テストデータ全てに対して、人力で

ワーク Keras [9] へと移植し，そこに追記する形で行った．

正解レベルを作成し、これを利用した。テストデータ 14

実験では提案手法を以下の提案手法 A,B の 2 つに分け，従

枚のうち，ランダムに選んだ半数 (7 枚) をバリデーション

来手法と合わせて 3 つの手法を比較する．

に用い，残りの 7 枚を真のテストデータとして用いた．

提案手法 A

3.1 節のデータ拡張のみを実装したもの

提案手法 B 3.1 節のデータ拡張と 3.2 節の再学習機構の
両方を実装したもの

4.4 評価指標
各セグメンテーション手法の分割精度の評価は，Pixel

Error と Adjusted Rand Error により行う．
4.2 実験条件

Pixel Error は正解画像とセグメンテーション結果の差

3.1.2 節 の ガ ン マ 値 に 関 し て ，max = 2.5, min =

分をとった際，画素全体に占める分類が誤っている画素の

0, d = 10, c = 0 と パ ラ メ ー タ を 設 定 し た ．こ の と き

割合を示すものである．ここで，混同行列の各分類が脂肪

γ = 0.10, 0.25, 0.50, ..., 2.50 となり入力画像は 12 倍にデー

細胞セグメンテーションにおいて示す意味は下記の通りと

タ拡張される．左右反転と回転と合わせて，1 枚の画像が

なる．

96 倍にデータ拡張されることになる．

True Positive(TP) 正解と各手法が共に細胞と判断し
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た画素．

Treu Negative(TN) 正解と各手法が共に背景 (細胞膜)
と判断した画素．

False Negative(FN) 各手法のみが背景 (細胞膜) と誤
判断した画素．
正解のみが背景 (細胞膜) と判断

False Positive(FP)

し，各手法では見逃した画素．
このとき Pixel Error は下式によって求められる．

P ixelError =

FP + FN
TP + FP + FN + TN

Adjusted Rand Error はクラスタリングの類似度を表す
指標であり，これによって分割精度を測ることができる．

Adjusted Rand Error は Adjusted Rand Index(ARI) [13]

図 5 各画像に対する Pixel Error の値

を用いて，下式より求める．

AdjustedRandError = 1 − ARI
ARI の計算について，n 個の要素を持つデータセット S に
対し，2 つのセグメンテーション結果 L = [l1 , l2 , ..., lk ], C =

[c1 , c2 , ..., cm ] が得られた時，L と C の両方に属する要素数
n について次表が得られる．
c1

c2

...

cm

Sums

l1

n11

n12

...

n1m

n1,

l2

n21

n22

...

n2m

n2,

...

...

...

...

...

...

lk

nk1

nk2

...

nkm

nk,

Sums

n,1

n,2

...

n,m

n
図 6

この時，ARI は以下の式で表現される．
∑
∑
ExpectedIndex =
ni, C2
n,j C2 /n C2
i

∑
ARI =

1
2[

∑

ij nij C2

i ni, C2

+

∑

j

− ExpectedIndex

j n,j C2 ]

− ExpectedIndex

各エラー値の算出には Python 用機械学習ライブラリ

scikit-learn [14] を用いた．

各画像に対する Adjuster Rand Error の値.

Pixel Error

Adjusted Rand Error

従来手法

0.1218

0.4352

提案手法 A

0.0486

0.3593

提案手法 B
0.0477
0.3485
表 2 各手法に対するエラーの平均値

提案手法 A と提案手法 B では，その精度に 1%程度の違い
しか見受けられなかった．各手法においてテストデータに
対するセグメンテーション結果を正解ラベルと比較し，一

4.5 実験結果

部に注目して拡大した一例を図 7 に示す．この画像中に

テストデータ 7 枚に対し各手法で予測を行い，得られた画

おいて白は TP を，黒は TN を，赤は FN を，青は FP を

像を正解ラベルと比較することで Pixel Error と Adjusted

示す．画像中の緑色の円で示された箇所を見ると，従来手

Rand Error を計測した．それぞれの画像に対するスコア

法では境界線がつながっていない (青) 部分が，提案手法

を図 5, 図 6 に, その平均値を表 2 に示す．

においては接続されている (黒と赤) ことが分かる．この
ような境界線の接続の結果が Adjusted Rand Error の向上

4.6 考察

に表れていると考えられる．一方で画像中には提案手法 A

従来手法と比較し，Pixel Error，Adjusted Rand Error

では繋がっているのにも関わらず提案手法 B では逆に途切

ともに提案手法の方が高いスコアを示した．特に従来手法

れてしまっている箇所も見られる．これは再学習に利用し

でエラー値が高かった画像 No.4, 5 は図 3 に示されるよう

たパッチの特徴を反映した結果であると考えられ，適切な

な細胞境界が極度に細い画像であり，このような画像群に

パッチのサンプリングが難しいということが判明した．こ

対しても他の細胞画像と同程度の結果が得られた．一方，

れはデータに対する予測値はあくまでそのクラスに分類さ
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[5]

[6]
[7]

[8]

[9]
[10]
図 7

セグメンテーション例.
左上:本画像, 右上:従来手法,

[11]

左下:提案手法 A, 右下:提案手法 B

[12]

れる確率を示しており，この予測値からセグメンテーショ
ン精度を判断することが困難であるということが背景にあ

[13]

る．このことは同様に適切なループ回数を設定することも
困難にしているが，適切なループ回数を設定することがで
きれば，3%程度の精度改善が可能であるという結果も得ら

[14]

デル化と問題解決（MPS），Vol. 2016-MPS-107, No. 10,
pp. 1 – 6 (2016).
O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox: U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,
Springer International Publishing, Cham (2015).
Olivier Chapelle, Bernhard Schlkopf, Alexander Zien:
Semi-Supervised Learning, The MIT Press (2010).
Y. Jia, E. Shelhamer, J. Donahue, et al.: Caﬀe: Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding, Proceedings of the 22Nd ACM International Conference on
Multimedia, MM ’14, New York, NY, USA, ACM, pp.
675–678 (online), DOI: 10.1145/2647868.2654889 (2014).
F. Tschopp , J. N. P. Martel, S. C. Turaga , et
al.: Eﬃcient convolutional neural networks for pixelwise classification on heterogeneous hardware systems,
2016 IEEE 13th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), pp. 1225–1228 (online), DOI:
10.1109/ISBI.2016.7493487 (2016).
Francois Chollet: Keras (2015).
Lutz Prechelt: Early Stopping - but when?, Neural Networks: Tricks of the Trade, volume 1524 of LNCS,
chapter 2, Springer-Verlag, pp. 55–69 (1997).
Diederik Kingma, Jimmy Ba: Adam: A Method
for Stochastic Optimization, (online), available from
⟨https://arxiv.org/abs/1412.6980⟩ (2015).
OS. Osman, JL. Selway, MA. Kepczynska, et al.: A novel
automated image analysis method for accurate adipocyte
quantication, Adipocyte, pp. 160–164 (2013).
Lawrence Hubert, Phipps Arabie: Comparing partitions,
Journal of Classification (1985).
F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, et al.: Scikitlearn: Machine Learning in Python, Journal of Machine
Learning Research, Vol. 12, pp. 2825–2830 (2011).

れた．

5. おわりに
本研究では，CNN(U-Net) によるセグメンテーション
に，明度を考慮したデータ拡張と，テストデータを利用し
てネットワークを再訓練するような機構を追加実装するこ
とで，トレーニングデータ数が少ない場合にも分割精度を
向上させることができると示した．

CNN を用いたセグメンテーションは学習済みのモデル
を配布することで，バイオイメージインフォマティクスの
専門知識を持たない科学者も容易に利用することが可能と
なる．本研究はその実用化への一助になると考える．
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