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背景多様性の疑似拡張によるトマト自動診断への影響の調査
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概要
過学習は機械学習において重大な問題である．特に
植物病害診断においては識別対象間の類似性が高く，診
断のための画像の特徴が微小であるにも関わらず，ま
た信頼できる教師データの確保が困難であることから
深刻な問題である．
そこで本報告では，植物病自動診断に特化した新し
い data augmentation 手法として葉画像を多様な背景
画像に組み合わせることで学習画像の多様性を増やす
quasi-background augmentation (QBA) を提案する．
複葉から構成され，画像の多様性が大きいトマトに対
して QBA を用いた結果，識別精度が 25.6%向上した．

1

はじめに

植物病害は商品価値の低下や収穫量の減少に繋がる
ため，早期の診断と適切な対応が必要であるが人的・金
銭的コストが課題となっている．そのため画像解析，特
に近年では深層学習技術を利用した植物病害自動診断
システムが提案され成果を挙げている [1, 2, 3]．これら
の手法は優れた成果を挙げているが，学習データと評
価データの類似性に起因する識別器の過学習，特に背
景の影響は深刻である．また植物病害の診断は一般物
体認識と異なり，識別の根拠となる画像上特徴が背景
やノイズより相対的に小さいことが多い．加えて，信頼
できる教師 (病気) ラベルの付与されたデータの確保は
困難で，これも過学習抑制を困難にしている．以前公開
されていた Plant Village1 データセットは，画像数も多
く利便性が高かったが，教師ラベルの信頼性に課題があ
ること，また葉などの対象部位が切り取られて均一の
背景に置かれた状態の画像データセットであったため，
過学習を引き起こし実用的な観点から課題が残されて
いた．実際に同データセットを用いた大規模研究では
多数の植物，病気に対し 99%以上の識別精度を達成し
ていたが，実際の圃場の画像を利用した際に過学習の
影響で 31%程度まで低下することを報告している [3]．
Investigation of the influence on automated tomato diagnosis with quasi-background augmentation.
1 https://PlantVillage.psu.edu/

こうした背景から我々は，実用的な植物病害自動診断
のために特化した新しい独自の data augmentation 手
法である quasi-background augmentation (QBA) を
提案する．QBA は葉などの識別対象となる部位の画
像を多様な背景画像と重畳し，疑似的に画像の多様性
を増やす手法である．本報告では，我が国の農作物の
中で最も産出額の大きいトマト2 に対して，葉画像の解
析を基にする自動診断システムを試作する．トマトは
複数の子葉で複葉を構成するため撮影時の自由度が大
きく画像の多様性が大きい，つまり病気に寄与する画
像特徴に対して，それ以外の部分の多様性が大きく過
学習に陥りやすい．本実験ではあえて理想的な背景画
像を持つ Plant Village データセットのみを学習に利
用し，実際の圃場の画像に対する評価を行う過学習が
発生する環境下で QBA の効果検証を行い効果を検証
した．

2

手法

本研究では，提案手法である QBA を用いてトマト
葉を基にしたトマトの病害識別器の構築を行った．構
築した識別器を用いて，提案手法の有用性の検証のた
め QBA の有無による比較実験を行った．

2.1 データセット
農水省委託プロジェクト「人工知能未来農業創造プ
ロジェクト」参加地域から提供された，トマトの病害
感染葉および健全葉の画像合計 285 枚，同プロジェク
トで撮影されたトマト圃場の遠景画像 146 枚，Plant
Village のトマトの葉画像 400 枚を使用した．
「遠景画
像」は，定点観測カメラなどを想定した画像であり，多
数のトマトの株が写っている．プロジェクトから提供さ
れるトマトの葉画像は，実際の圃場で撮影された画像
で，子葉と複葉の画像が混在している．Plant Village
の画像は前述の通り，葉が 1 枚ずつ切り取られて均一
の背景に置かれた状態の画像である．これらの画像を
図 1 に示す．本報告では，これら葉の画像をまとめて
「葉画像」と呼ぶ．本実験では，Plant Village の画像
2 http://www.maff.go.jp/j/press/tokei/keikou/attach/
pdf/171226-3.pdf/
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(a) Plant Village の (b) 圃場から提供され (c) 圃場から提供され
葉画像
た葉画像
た遠景画像

(a) QBA 有りの画像

図 1: 実験に使用した画像

(b) QBA 無しの画像

図 2: 学習に使用した画像

に，遠景画像を組み合わせる QBA を適用し，プロジェ
クトから提供された画像の評価の識別能を評価した．

2.2 Quasi-background augmentation の概要
QBA は，圃場において遠景撮影された背景画像の
上に，葉画像から抽出した葉領域を付加することによ
り，疑似的に学習画像の多様性を増す処理である．葉
画像 X に対し bilateral filter，ガンマ補正および mean
shift filter を適用することで，輪郭を保持しつつノイズ
を抑えた画像 Xr を作成する．次に Xr に対し HSV 領
域での閾値処理によりマスク Xm を作成する．続いて，
AND 領域 X ∩ Xm を求めることで，葉領域を検出し葉
画像 X ′ として抽出する．最後に，葉画像 X ′ を一辺の
平均が 224，分散 30 ピクセルの大きさにランダムにリ
サイズし葉画像 X ′′ とし，遠景画像から 316×316 pixels
の大きさでランダムに切り取った画像 Y の中心付近に
先ほど切り取って重ねることで QBA 画像 (Y +X ′′ ) を
生成する．
2.3 学習時の前処理
本実験では QBA の効果を評価するため，Plant Village の画像に QBA を適用した場合としない場合で，
プロジェクトから提供されたトマト葉画像に対する識
別能の差を検証した．今回の実験では学習に用いる画
像が少ないこと，またできるだけ公平な評価を行うた
め QBA の有無双方とも同じ data augmentation を施
す必要がある．そのため QBA 画像は，上記 Y + X ′′
画像を，QBA なし画像は，上記 X ′′ 画像（背景は黒）
とし，それぞれ 20,000 枚作成し，それぞれ 30 度刻み
に 360 度回転処理を加え，12 倍に増やし，その中心を
224×224 でクロップすることで後述する識別器の学習
データとした．QBA あり，なしの画像例を図 2 に示す．
識別器には一般物体認識分野で広く活用されていた
畳み込み層 13 層，全結合層 3 層の合計 16 層の convolutional neural networks である VGG-16 [4] を ImageNet データセットで pre-training したモデルを識別
器として使用した．

3

結果，考察およびまとめ

QBA の有無による結果の差異をテストデータで比
較した結果を表 1 に示す．PlantVillage データセット
のみを学習した状態では，文献 [3] の報告と同様，実際
の圃場で撮影されたトマトの写真に対して実質的に診
断が適切に行えない一方で，QBA を導入することで精
度は十分ではないものの一定の成果が確認できた．こ
れは QBA 導入により画像の多様性が増し，識別器の
過学習状態が抑制され，高い汎化性が要求される実際
の環境における評価において効果を発揮したものと考
えられる．今回の実験環境は極めて学習データが限ら
れた，かつ学習データと評価データの環境が異なる状
況での評価のため，極めて低い識別精度であるが，学
習＝評価画像の環境が大きく異なる場合にしばしば発
生する．今後より良い QBA 手法の改善ならびに，効
果的な過学習抑制手法の模索を行っていく．
表 1: トマト葉の病害識別の結果
データ

感度 [%]

特異度 [%]

精度 [%]

QBA 無し

62.1

37.5

40.0

QBA 有り

68.1

65.3

65.6
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